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開議 午後 ６時００分 
○議員（司会） ただいまより第３回議会モニター会議を開きたいと思います。 
 まず最初に議長の方から挨拶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。 
 大変春めいてまいりまして、昨日、今日と目に入る範疇の景色が変わったのではないか

なというような状況の中でございますけれども、もうしばらくお待ちすれば桜の花も咲い

てくるのかなというような中で、三寒四温、３日寒くて４日温かいというのを繰り返しな

がら、早足で春がくるのであろうというふうに思ってございます。 
 それぞれ夜分でございますけれども、モニターさん方々におられましては、年度末とい

うことで何かとそれぞれお忙しい中、お集まりをいただきましたことに心から厚くお礼を

申し上げたいというふうに思ってございます。 
 第３回モニター会議ということで、１年間議会基本条例を制定させていただきながら、

それぞれ町民の要望、提言その他意見を広く聴衆し、町議会の運営に反映させてもっと町

議会の円滑かつ二次的な運営を営むために議会モニター制度というものを設置しながら皆

様方にお願いをし、スタートさせていただいたところでございますけれども、本当に１年

間それぞれの中でお仕事ある中で、ご理解をいただきながらご協力を賜りましたことに本

当に心から重ねて厚くお礼を申し上げたいなというふうに思ってございます。 
 その中で、１年経過した中で、それぞれモニターの方々にそれぞれのご意見を頂戴しな

がら、また一層我々もそれを土台としながら、また糧としながら、議会改革、議会活性化

に向けてそれぞれ町民の一人でも多くの方にご理解を賜るような運営をしてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。 
 その中で、皆さん忌憚のないご意見を頂戴いただきながら、今日の会議を議会運営委員

長のもとで進めてまいりたいというふうに思ってございます。 
 一応８時までの予定ということになってますけれども、早く終わるのは５分でも１秒で

も３０分でも１時間でも早く終わることは結構で、それぞれ１年の総括ということで懇親

会もそれぞれの中で開くということで、その中でも皆さんのご意見をちょうだいできるの

かなというふうに思ってございますので、なるべく早く皆さんのご意見を聴取した中で終

わらせていきたいというふうに思ってございますけれども、それが８時までの時間を過ぎ

たら駄目なのかということになれば、そういうことではありませんし、皆さんのご意見を

聞くために柔軟性を持ってございますので、よろしくご指導賜りたいなというふうに思っ

てございますので、よろしくお願いいたします。 
 どうもご苦労様でございます。 
○議員（司会） ありがとうございます。 
 今ですね、議長の方から一応時間帯につきましては、８時ですね、２時間という時間を

想定しましたけれども、もしお願いできれば７時半くらいまでには終わらせてですね、移

動して皆さんとさらに懇親を広げていきたいと、このように思ってございます。 
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 そんな意味でですね、一応会議の中身については、先ほど議長の方からもありましたよ

うに、委員長の方から議会モニター会議についての関係、皆さんのお手元に配っておりま

す資料に則って、対応していただきたいと思います。 
○委員長 皆さんこんばんは。 
 お忙しい中ありがとうございます。モニター会議についての説明をさせていただきたい

のですが、お手元に浦幌町議会モニター設置要綱というのが配付されていると思います。

これは第１回目の時にも説明させていただいていますし、これは省略させていただき、議

会モニターの年間業務ということで、少し濃い文字で配付させていただいておりますが、

モニターさんの所にもあると思います。これを見ていただいて、モニターさんのお仕事の

確認を今日は年間の最後の会議ですから、説明をさせていただくということです。 
 まず１点目です。会議を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書（電子メール）に

より提出をいただくということであります。これは年２回いただくわけですが、傍聴の上、

感想・意見・提案を寄せていただきます。 
 ２としまして、浦幌町議会だより及び浦幌町議会ホームページなどに関する意見を文書

により提出していただくと。これも年２回、前期４～９月に１回、後期 10～３月に１回、

議会だより・ホームページへの感想・意見・提案を寄せていただきますということです。 
 ３として、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。議

会改革などに意見・提案を寄せていただくということになっております。 
 ４点目、町議会議員と年に２回以上、意見交換を行う。第１回目は、初めてでございま

したので、皆さんにモニターとしての役割や内容について説明をさせていただきました。

今年の場合は、今回で３回目になりますが、議員との懇談会に出席の上、意見交換をして

いただきますということです。 
 ５つ目、その他議長が必要と認めたことということで、議会報告会に出席の上、意見や

提案をいただきます。主なモニターさんの業務として、これだけ挙げさせていただいてお

りますが、本当に１年間皆さんにはお仕事をお持ちの中で、ご協力いただいたことを心か

ら感謝申し上げたいと思います。 
 説明、以上で終わらせていただきます。 
○議員（司会） 今ですね、委員長の方から説明をいただきました。 
 さらにですね、この後の中身等含めまして、進行等につきましては、委員長の方で進め

させてもらいますのでよろしくお願いしたいと思います。 
○委員長 モニター会議、お配りしている議案の３番目、意見交換ということで私の方で

進めさせていただきます。 
 ①ですけれども、定例会、臨時会を傍聴してということで、皆さんにご意見を伺いたい、

また議員の方からも意見交換ということでございますから、ご意見や質問ございましたら

出していただきたいと思います。 
 もし今日出席できない場合には、文書でお届けくださいということになっておりました
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が、今日は全員の出席をいただいておりますので、遠慮なく普段の傍聴対応していただい

た感覚について、ご意見いただきたいと思います。 
○議会モニター １つ目の傍聴させていただいたことでなのですが、第１回目の会議の時

に私、お話させていただいたと思うのですが、やはりせっかくの定例会等のことに関して、

もっと多くの一般の方、町民に知っていただくためにですね、積極的にインターネットを

使った中継だとか、そういうことを本当に活用を考えていただきたいなと。皆さん、本当

に議員さん方々、せっかく頑張っていらっしゃる姿というのは、町民の方にぜひ見ていた

だきたいなというのは私が傍聴させていただいて、感じたことです。 
 以上です。 
○委員長 この辺に関して、議員の方から何かご意見ございませんか。議運の委員さん、

いろいろアンケート調査の集計やら協議をしている中でございまして、特に議運の委員さ

んから。議員。 
○議員 この間、急きょ病気のために欠席させていただいたわけでございますけれども、

モニターさんの言われた関係につきましては、以前からそういう話も正直言ってございま

す。ただ、そういった中で、広く町民の方に知っていただく、そのことのために、そうす

ると準備等に費用もかかることも含めて検討ということで、あることは確かにいいことだ

と思います。 
 その前にいかに町民の人方にこのことがあることを知っていただくのもまず知らせなけ

ればならないだろうということの中で、議運の委員長初め、みんなで議会報告会をやって

いるわけですが、そのほかにということも含めて、議員同士で話を進めているというか、

まだ煮詰めまではいかないんですけれども、話が出ていることは確かです。以上です。 
○委員長 どうぞ。 
○議会モニター インターネットの部分で本当にどういう形で、例えば議会の会議を全部

公開するのか、例えば、こういう活動、空気感と言うんでしょうかね、例えば、ハイライ

トシーンだけを５分なら５分とか、こういう議会モニターの部分なんかも本当に 10 秒でも

いいから、ホームページでもっと、今浦幌のホームページを見ても、やっぱりどうしても

固い感じというか、議会のところを開いても、ただ文書があって、議事録が、それが本来

の形でいいと思うのですけれども、ただ、やっぱり住民としては今期待されているのは、

やっぱりもっとテレビの番組までいかないでしょうけれども、もっとアクセスして、こう

いうことやっているんだ、そのきっかけづくりをするのがやっぱりホームページであった

り、その部分で少しでもいいから雰囲気でもいいから、こんな形でやってますのでという

部分をとっかかりにしてやるのが一番だと思うんですよね。 
 たぶん皆さん考えているのは、きっちりした方だと思うんですよ。それはもう最終ゴー

ルでいいと思うんですね。やっぱり私も今回モニターになって、なかなか時間とれなくて、

途中で退場するわけにもいかないし、やっぱりただ本当に議員が言ったとおり、皆さん一

生懸命やってて、私も聞いていて、全然スムーズな流れで本当に皆さん知恵を絞って、本
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当にいい意見も言ってるしね、だから本当にそれをうまく町民の方に伝えられるのかなと、

伝え方がやっぱりもっとかいつまんだ形の中で、本書は本書として、ＰＲ部分と考えれば

いいと思うんですよね。そうすると、チラシじゃないですけれども、こんな形で、あと子

どもたちにも興味を持ってもらえるような、デザインとかね、そういう形で本当にこうい

うことやっていますよってホームページの中でちょこっとあるとね、すごく私は皆さんが

やっぱり見てくれると思うんですよ。 
 それを本当は早くやってほしいなって。やっぱり最初は写真でもいいと思うんですけど、

ただ、やっぱり動画の方が強いですよね。今若い人は、やれ You チューブとかそういった

ものにすごい興味を持っていますから、あれもそうですけれども、やっぱり長々とやって

る You チューブもあるんですよね。でも、本当のハイライト、動いているところって５秒

くらいしかなかったり、だからそういった部分では、やっぱり時代は今もうそこに入って

いるっていう部分、だからその部分をもっとそんなに難しいことではないんですよ、作業

的にはね。 
 だからお金かければ、かけたなりのことできますけれど、ただ、浦幌町内の中で見れる

部分にしてみたら、そんなにお金かかる作業ではないと思うんですよね。テレビみたく放

映するとか、画質を良くするとかという必要性はないと思うんですよね。 
 それであれば、そんなに難しいことでもないし、ちょっと興味の持っている人が議員の

中に一人でもいてやってれば、全然できるような気がするんですよね。以上です。 
○委員長 今、⑤番目のホームページ、メルマガの議会情報の方まで一緒になってご意見

いただいたと思うのですが、確かにね、言われるとおり、今のホームページ見てもらうと、

出来事の報告だけでという感じですよね。確かに言われるとおり、例えば、今日のこうい

う場面を軽く写して、短い時間でもいいから、ちょっと皆さんが対話しているところをね、

写る、そういうことがね、たぶん言われているんだろうと。 
 先ほどモニターさんの方からお話あった、うちの会議は全部公開するということで対応

しています。ですから、特別に議員協議会って議員全員で協議することで秘密会議という

のを許されていますから、どうしても極秘の会議はそのように設定するということありま

すけど、今まで私 11 年で秘密会議は１回もありません。 
 基本的には、全部会議公開するということで、今日も３時から議会運営委員会をやって、

基本条例にかかる内容の精査を議運でやったのですが、今までよりなお内容について、例

えば一般質問の内容まで全部公開、事前に公開しちゃおうという相談とか、今やっている

ところですけれども、今のご意見のとおり、気楽に見て、議会こんな感じでという、そう

いう動きが見たいという感じですよね。 
 これについて、議員さんでも何かご意見あったら、今、私状況について説明させていた

だきましたけど、ご意見あったら。議員。 
○議員 今、議会活性化の中で基本条例もできて、それから今年度からネット中継の関係

も協議していくということになっています。ただ、それを中継が録画なのか生放送なのか、
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その辺についても今後十分ほかの町村のものも見ながら、協議していくということになっ

ています。やはり近いうちにね、何年もということにならないと思うし、できたら今年度

中にでもある程度の方向性を決めて、そして経費がいろいろ見積もりとれば、何千万とい

う額にもなるんですけど、安くやっている町村もあるので、そういうのも含めて今後視察

だとか、そういうので協議していくことになっております。 
 今、ホームページでいろいろ各常任委員会の議事録、それから定例会やなんかは今まで

も議事録は載っていたのですけれども、常任委員会とか特別委員会の議事録も改選してか

らですね、載るようになっています。ですから、以前から見ると、そういうふうに公開し

ているということなのですね。 
 ですから、あと１年と言いますか、いろいろ協議してね、近いうちにどちらかに録画中

継になるのか、その辺についてもね、やっていくようになると思います。 
○委員長 モニターさん。 
○議会モニター ちょっと皆さん、もう少し柔らかく考えてほしいのですけれども、中継

って簡単に言うと、ビデオカメラ１つとパソコンと、それとネット回線がつながってさえ

いれば、費用はほとんどかからないんですよ。 
 だから、例えば編集して、インターネット、ホームページに出すということだけを考え

ると、本当にカメラ、カメラだけじゃないですね。携帯とその情報を編集するパソコンと、

それだけでもういいんですよね。あとは、それを編集する人件費ですね。その費用だけで、

中継まではいかないですけれどもね、ネット配信ということはすぐできますので、その何

千万とかってお金は、間違っても僕の感覚ですよ、かからないとは思いますので、もうち

ょっと低く考えていただければなというふうに思いますけど。 
○委員長 ありがとうございます。 
 ちょっと今の件で私の方から説明させてください。議員もですね、ほとんどこの辺の対

応は事務局対応なのですね。そうすると、こういう場所で事務局が写真撮ったとか、そう

いうものについては、すぐ載せてもらう対応できるのですが、議員自身がなかなか、例え

ば定例会で一般質問やるとか、委員発議やるとか、みんなそれの対応します。 
 終わったら、質問事項については今議会だよりに載せる質疑した分を自分個人がどうい

う質問して、どういう答弁あったか、理事者答弁まで書いて一生懸命事務局に届けていま

す。 
 定例会終わっても、結構延々と仕事があるんですね。そういう中で、議会のＰＲのため

の個人の対応する時間ってどれくらいあるかなと、非常に難しいものあって、簡単に若い

人たちは載せてやっていますよね。 
 なかなか議員そこまで、時間ないと言ったら言い訳なのですけれども、ですから、前回

の会議の時も似たようなご意見あってね、今期中にどういう方向性にするか検討しますっ

てお話したのですけれども、現状ではそういう対応で、今後、個人のそういうもの持ち寄

ってはどんどん事務局対応で流してもらう、言われるように、常任委員会も視察やったり
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ね、そういうもの、こういうことのために、例えば防災のための視察に行きました、現地

視察行きましたとかね、こういう会議も写して、少しずつの時間でも動画で載ると、本当

にＰＲになるということは、言われるとおりですね。 
 そういう対応についても、今後やっぱりね、検討していかなければならないかなと思い

ますけれども。ちょっと今、⑤番目の方に飛んでしまったのですが、ほかのモニターさん

からも定例会、臨時会、それからその辺のことの対応、特別委員会、常任委員会も含めて

でもいいですけど、会議の傍聴していただいた感想と言いますか、ご意見。 
○議会モニター 私もモニターになって初めて傍聴したのですけれども、なかなか一町民

としてもね、これは知っておいた方がいいなと思うことも多々ありましたので、これが本

当にたくさんの人に聞いていただければなと思いました。 
 それで、12 月の定例会の時だったか、上浦幌から農業の人たくさん来てましたよね。そ

して、何か聞いたら、今回は自分たちが傍聴へ行く番だというようなことをちょっと聞い

たのですけれども、上浦幌ではそういう今回の時にはどこの地域がいってくれとか、行き

ましょうとかって、そういう話し合いとかっていうのはあるのですかね。 
○議員 今回って、ナイターですか。 
○委員長 12 月、日曜議会でしょ。 
○議員 12 月の日曜議会につきましてはですね、区長会の方にお話をして、一応こういう

のありますからということで、上浦幌の区長会は 11 行政区ありまして、その中でいろいろ

12 月に入りましても、忙しいことは忙しいんですけど、全員となればなかなか出てはこれ

ないのですけれども、出れる方ということでですね、今回は全員ではなかったのですけれ

ども、傍聴に来ていただいたというような。 
○議会モニター そういうことでありましたらね、町内の区長にもね、そういう話しかけ

て、ぜひくるようにっていうような話し合いはできないものなのでしょうかね。 
○委員長 区長会さんは、南浦幌が長いんですよ。南浦幌 13 行政区あるのですが、区長会

の研修として議会傍聴しようと、元は町長が出前講座ってやっていましたよね。行政との

懇談会みたいなのね、それを南浦幌区長会でやっていたんです。 
 でも、それより議会を傍聴に行こうということで、区長さんたちが傍聴にくるようにな

った、日曜議会をね。 
 その２年か３年後に上浦幌区長会も区長会の研修みたいな形で傍聴に行くよということ

で今たまたま 12 月の日曜議会にたくさん来てもらえるんですね。両方で 20 人ぐらい来て

もらえているのかなと。 
 市街地区にも呼びかけよう、中浦幌区長会ありますよね。市街地区区長会も厚内地区も

あるのですけれども、なかなかそこまで、どちらかと言うと、農村地域って言うのは、そ

ういうことどこかでまとまると、みんなよし行くぞって話で 13 人いれば９人、10 人ぐらい

は来ていただけるけど、なかなか地域性あってね、そういうとこ呼びかけても、極端に言

いますよ。極端に言いますけど、なんで議会から頼まれてそれ行かなきゃならないんだみ
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たいなことになってしまって、なかなか進まないんですね。正直言いますと。そんなこと

もあります。 
 ですから、前回もお話ありました、本当に多くの町民にこんな勉強になったからもっと

呼びかけてよと言われましたけどね、本当にそう言っていただけるのはありがたいのです

けど、なかなか浸透しないんですけど。 
 ほかのモニターさんもご意見。 
○議会モニター 私は、議会を傍聴してますと、議員と説明する人の、要するに議員さん

はこういう質問をしたんだろうということで、だけど説明する方がやっぱりちょっと答え

る角度というか、そういうものが非常にすれ違う。逆の場合も非常にあるという感じする

んですよ。要するに、議員さんも質問した時、こういうことはこうで、どうなんですかと

いう質問じゃなく、総体的な話をしてぽんと振ると。そうしたら、今の質問はこの件とこ

の件とこの件ですよねっていうことは説明する人間が言いますよね。だから、そこで本当

に議員が質問したいということが、説明する側に伝わっていないというふうに感じる時が

非常にあるんですよね。私が傍聴してて。 
 そして、説明員が説明するのが非常にわかりづらいんですね。慣れてくるとある程度わ

かるのですが、一般のぽんと来た時は、やっぱり説明する人間自体というか、その役場の

担当課長というか、そういう人がですね、役人用語というか、国会と同じようなことで、

質問されたことを非常にはぐらかしちゃう。説明する人間が。町の説明員が。 
 そういうところをもうちょっと、そこは私はそういう質問じゃなく、こういう質問をし

たんだからそれについて答えてくれと、あなたができないのなら、要するに理事者に答え

てくれというぐらいまでをきちっとやっぱり自分の質問したことについて答えられない場

合は、やっぱり一問一答でなく、要するに 45 分という時間も与えられる時もあるわけです

から、自分の聞きたいことについては、そういうふうにきちっとやっぱり相手にこっちの

質問することを何回も伝えて、それをしっかりと答えをもらうという形をとらないと、要

するに説明する人間はね、決まり文句しか言わないんですよ。 
 それが一つの議会なんでしょうけども、私らが見ててなんでこうなるんだろうと、私が

ですよ、非常に思うというか、これなら一般の人聞いていても、傍聴する意味があるのか

なと感じる時が多々私はあったんですよ。ちょっと言い過ぎかもしれませんけど。 
 それとですね、私は、庁舎の耐震改修について委員会に出たのですが、やることに最終

的になりました。７億 2,000 万ぐらいかかるということでやることになったのですが、私

はその時、委員会みて、議会は来なかったのかな、議員さんとして私ら素朴に思うことっ

ていうのは、耐震改修をして何年もつんだろうということと、将来的に浦幌町が何年後に

は何千人になるという今より人口が下回るということを考えると、今の建物をそのまま耐

震改修、決まったことだから仕方ないけど、耐震だとか補修をやって過ごすのがいいのか

だとか、あと公民館も耐用年数がどうなるんだろうと。 
 そうしたら、そういうものも総合的にコンパクトにするだとか、いろいろ意見だとか、
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私の目線から見たら、そういうことが伺えるんだけれども、そういう意見があまり出なか

ったというかね。だからもうちょっと突っ込んで、ただやるんだから、決まったからどう

こうじゃなくて、やっぱり将来のビジョンというか、やっぱりそういうことが議員の間か

ら質問だとか、いろいろな面で私は聞きたかった。 
 それと思うんですがね、町もそうなのですが、議員さんもそうですよね。どっちかった

ら、今少子化、人口減が、要するに平成 30 年には 4,000 人切るだろうと、三千何百人と言

われているという、その人口に対応したまちづくりをどうしていくかという、そういう５

年後、10 年後、20 年後はどうなんだろうというような、役場も出ない、議員も出ないとい

うことが、私についてはもうちょっとそういう分野の意見というか、そういうものもあっ

ていいのではないかなと。 
 要するに３年後、５年後はこういう町にしようじゃないかと、町はそういうものを集め

て審議会そういうものをつくってやりましたけども、概要は出ていましたけど、あれでは

ちょっと非常にわかりづらい。 
 そうじゃなく、もうちょっと現実味を帯びたことを、それがやっぱり議員さんの間から

ももうちょっと町に対する、そういう意味ではどうですかということは、私は去年、一昨

年あたりは議会にあまり来ていないから、どういう話を現実に、広報では見ていますけど、

あまりそういう形の説明が、質問というか、そういうものはないと。 
 広報、議員の広報を見てもですね、福祉だとか、ちょっとしたそういう災害とか、そう

いうものの質問はあるけども、あまりそういうものの質問がないという感じを私はしてい

るんですよ。だから、もうちょっとそうじゃなく、この町をどうしていくかというのは、

町ばかりじゃなくて、議員さんも気持ちがあると思うんですよね。どうしていかんきゃい

けないかというものをもうちょっと議員さんの方から発して、町とそういうことをやって

もらいたい。 
 それと、私もう１点、この間、定例会の時も議員も最初に質問されていましたけど、昔

の教員住宅だとか、そういうものの水洗トイレどうこうの話ありましたよね。それが私も

普通の町営住宅と区分があるのを初めて知ったんですけども、町の水洗トイレ化になりま

せんかということについての答えが、現状のままで貸すということの、住んでもらうとい

うことが当たり前だということの話しか、やっぱり出なかったんですよね。総務課長の方

からは。 
 あのあと進展か何かあったのか。もうちょっとやっぱりもんでほしいというか、委員会

でも何でもいいから、議会でなくて、耐用年数あと何年のものについては、廃止をして、

公営住宅の方に移ってもらうだとか、やっぱりその代り改修すれば値段がなんぼか上がり

ますよだとか、何か折衷案があったんでないかという感じが非常にして、住んでる人にす

れば水洗化になっていないというのは、ある面で辛いですよね。 
 だからその辺もうちょっと早急に、住んでる人だとか、いろいろなことを考えたら、も

うちょっと町とやっぱり膝詰め談判でもいいから、もうちょっと迫力を、何か委員会でも



- 10 - 
 

いいから、やっぱり臨時議会でも開いてでも、何でもいいから、そういうものを詰めると

いうかね、予算がなければ積立金でも使ってでもやろうということがね、実際の答弁して

いる側の方がそういう意識が、そういうものだって一般の私らの考えと違うから、それを

どう突き崩すかというのは、議員皆さんの手腕にかかっていると思うんですよ。 
 そういうことを非常に感じたということです。以上です。 
○委員長 何点かお話ありました、４点ほどあったかなと思うのですが、議員の方からそ

れぞれかかわる部分について。議員。 
○議員 何点か、モニターの方の言っていること最もだと思って聞かせてもらっているん

だけど、役場の庁舎の耐震については、これは理事者側も急きょ予算化申請しなければな

らないというタイミングがあったんですよね。説明の中でね。我々議員としても、もっと

そういった非常に深くいろいろな議論をした中で、これやるべきじゃないかということで

の相当ちょうちょうはっしはあったのですけれども、とにかく国の予算をいただくには、

申請にはいつまで申請しなければならないというような事情があって、その辺よく深く詰

めない中で、結果的にはこの７割ですか、本来であるならば、こういった耐震とか防災に

ついては、一般財源として対応しなければならないんだけども、今回、特別に国がこうい

ったことについて対応していただけるということで、７割国から交付されるということで

の事業申請を早急に急いで駆け込みでやったという事情があります。 
○議会モニター 委員会にも出ていましたし、議会にも出ていますから、その町の説明に

ついては、十二分に知っているんですよ。委員会もその時出ていましたから、私は。 
○議員 それでモニターさんの言うように、もうちょっと人口、そして将来的なものもい

ろいろなものをかんがみて、やはりそういったものに対応すべきだという、ほぼそれに近

いような意見も我々は言っていたつもりなんだけれども、何せ申請、あれは９月かな、８

月、申請期間が決まっていたということ、それも申請したからって必ずこの事業が通るか

通らないかわからないという、ぎりぎりの早い者勝ちというような説明でした、町として

はね。 
 だから、今後については、当然おっしゃるとおりいろいろなものをかんがみて、こうい

ったことについて対応していかなければならないというのはやはり当たり前のことですか

らね、今後やはりこういったことに十分考えた中で、対応していかなければならないのか

なと、おっしゃるとおりだと思います。 
 あとはですね、また第３期まちづくり計画というのは、聞いたことあると思いますけど、

一応そういった浦幌町の 10 年をどうするかということについては、諮問委員会でこういっ

たことを十分な町民の意見も聞きながら、こういった計画立てているわけですね。 
 当然、議会にもこのことについて説明ありました。そんな中で、やはりいろいろな方の

ご意見、また町理事者も意見を持って、こういうまちづくり計画を立てております。 
 その中で、当然人口の問題、いろいろな過疎化の問題も含めて、総合的に協議した中で、

第３期まちづくり計画を立てて、そして何年度にはこういった事業、何年度にはこういっ
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た事業ということで計画的にまちづくりが進められているのかなと。 
 当然、その中で見直しも計画とは違ったとこが出てきた場合には、臨機応変にしていく、

ローリング的に見直ししていくということで対応していくということになっていますけど

も、我々も総務委員会の方で行財政改革プラン 2011 アクションプランということで、この

まちづくり計画についても行財政の中でどういうふうにポイント、ポイントをきちっとク

リアしていっているのかなということを検証するという意味で、それをできたら委員会の

方で調査したいなと考えています。 
 私から答えられるというのは、その辺ぐらいしかできないんですけど、当然、モニター

さん議会来ているから、この辺のことわかっていると思いますけど。一応説明。 
○議会モニター わかっていますよ。まちづくり云々はわかっていますよ。だけどそれが

どういう形で、どういうふうに反映されているかというのが見えないんですよ。現実的に

ね。だからその辺をきちっとやっぱり議員さんがチェックしていただいて、やっぱりして

いくということが必要なことではないかなというふうに思いますよ。 
○委員長 私からもちょっと説明させてもらいますけど、役場の庁舎の改修についてはで

すね、今、議員が説明されたとおりなのですが、議会の質疑、それから特別委員会の質疑

のほかに議員協議会って全員で理事者からかなりの資料をもらって詳細について説明を受

けているんですね。 
 ですから、そういう場所での公の会議、別に極秘の説明会じゃないのですが、細かなこ

とを本会議やら常任委員会では限度があるので、全員の中でこういうものを事前に説明さ

せてくださいというものは、いろいろなことでたくさんあるんです。 
 そういう説明も受けているものですから、表向き傍聴された時に、議員これだけしか質

問しないのかということはちょこちょこあると思うんですよね。 
○議会モニター それについてはね、決してそうじゃなくて、もうちょっと役場の課長の

言うことはね、使い勝手のいい予算で、要するに国の補助が７割でどうだこうだっていう

話しかないんですよ。これは要するにあの人方というのは、役場というのは国から予算を

もらってきて、その中でやるというのは事実なんだよ。事実なんだけど、使い勝手がいい

から、これはね、それを使ってやろうということというのは、確かにわかるんですよ。 
 だけど、私ら国民の一人として思うことは、浦幌町ってどこの町村だってそれをやらな

いとできないってことは事実だけど、やっぱりおねだりはやめたいと。あまりにもどこで

も使い勝手がいいからはいって、こうやって、そういうことが本当に必要なのかどうかと

いうのがわからなくてもいいから、引っ張ってきてやるという、そういうことっていうの

は、お互いやめてかないと、国自体がパンクするじゃないですか。 
 最終的に町だって、耐震だとかやって、この何年かに新築しようと思った時に、耐震７

億かけたやつが実際にいかったのか悪かったのかという論議、検証されないまま終わるん

ですよ。どっちかったら。 
 だから、そういう面がほしいということなんですよ。 



- 12 - 
 

○委員長 ちょっとね、説明続けさせてください。実は、理事者の提案は、国の補助金が

なくてもやりたいと、７億かけてもやりたい。先ほどちょっと言われましたけど、町の基

金も 34 億 5,000 万になりましたね。この基金を一部、今実質 13 億公共事業に供するため

の基金って別にあるのですが、そのうち 13 億積んだんです。 
 その基金を使ってでも役場庁舎は、災害の時の対策本部になるから強靭化したいという

ことで、これが理事者の提案です。そのことに対する説明を議員協議会でしている。でき

れば、今議員が言われたように、耐震緊急防災対策債の補助が受けれれば、交付金の対象

になればいいから、その申請が間に合う時期までに議会の議決をいただいてしたい、こう

いう提案が最初です。 
 ですから、最初から補助金あるからやろうという提案ではなかったんです。これは自己

資金使ってでも役場を強靭化しなければならないという、災害対策本部のために、これが

始まりです。そういう経過はありましたということで、説明をさせていただきました。 
 次にですね、もう１点町有住宅ですね。雑種住宅の水洗化について、話途中で全部把握

されていないと思いますけど、詳しいのは産業建設常任委員長。これもいろいろ協議して

いますから。ちょっと説明してください。 
○議員 実はですね、10 月に産業建設常任委員会で公営住宅の入居状況と長寿命化計画と

いうことでですね、所管をしました。その時にですね、今、住宅は南町に新しく建て替え

もしているんですけれども、今お話しましたトイレの関係の水洗化なんですけれども、実

は公営住宅の中でも上浦幌からいきますと、貴老路からずっと中浦幌、厚内、十勝太まで

いきましたら、全部で 71 戸あるんですよ。そのうち、厚内の方では政策空家ということで、

公営住宅が古くなったものですから、もう入居を止めているんですよね。 
 そんな関係では 61 戸ありまして、そのうち 50 戸入っているんですよ。入居している方

が。そこはもう全部まだこれから水洗をするところなんですよ。行政も年次計画を組みま

して、昨年度から貴老路の団地からずっと計画を組みまして、32 年度までに完成するよう

に厚内が最終ということで計画なされているんですよね。 
 そんな関係で、今現在、公営住宅の中ではですね、16 戸がやっと水洗化になったばっか

りなんですよ。ですから、そういうこともありまして、当然公営住宅につきましては、施

設課が担当なのですけれども、今言われます雑種住宅というのは、教員の住宅だったのが

一般に貸していると。それまた今度僕らにすれば同じにすればいいんですけども、総務課

の方で担当をしているということなんですね。 
 ですから、定例会の時も議員が何人もですね、そのことにかけてぜひ水洗化ということ

でお話を、結構突っ込んだ話も私はしたのかなというふうには思ってはいます。ただ、公

営住宅の状況からみて、やはりあくまでも財源とにらみ合っこしているということでです

ね、まだ公営住宅自体が進んでいないのが一つなんです。ただ、私らからみますと、やは

り所見というか、会議の中でも今どき水洗化をしていない所というのは、本当にめずらし

いですよと。かなりやっぱり突っ込んだ話も出ていたんですけれども、あくまでも行政は
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やはり計画に沿ってということと、やっぱり財政面で計画を立てたということなんですけ

れども、言われますように、やはりやっぱり今はもう水洗化というのはですね、やはり衛

生面もありますし、本当にいち早くしていただきたいということは、議員というのはもう

そういう思いでいると思うんですよ。たまたま公営住宅が委員会とったということでお話

をさせていただきました。 
○議会モニター それは、すぐに水洗化になって住んでいる人間は感じないだろうけど、

実際に水洗になっていない所に住んでいる人にすればですね、全然思いが違うと思うんで

すよね。 
○委員長 ちょっとね、追加説明させてください。今回の定例会でもちょっと施設課でな

くて、今説明あったように部署が違うものですから、今回議員も複数そのことについての

質疑をしました。理事者の答弁、今教員住宅もずっと水洗化進めています。公営住宅と教

員住宅進めているのですが、雑種住宅と言われる住宅ですね、これは理事者の説明、答弁

は、現状で借りてもらうことになっていて、それで不自由であれば公営住宅に移り住んで

ください、こういう説明なんです。要するに整備計画が全然ありませんと、するつもりも

ありませんと、こういう答弁なのですね。 
 このことについては、南浦幌では行政区長会から要望書が上がっているのです。要望書

が上がっていて、それでもなおかつそういう答弁でした。ちょっと個別のこういう質疑問

題については、このぐらいにしてください。 
 続きましてね、まだ定例会、臨時会、それから特別委員会、常任委員会、傍聴関係につ

いてご意見いただいていない方もいるので、そちらのモニターさんからもご意見いただき

たいと思います。 
○議会モニター 私、モニターになって１年になろうかなというふうに感じているし、会

議傍聴全部したわけではございませんけれども、モニター制度をつくった制度そのものを

わからない中模索しながら自分たち委員としてやらせてもらっているんですけど、実際に

はこのモニター制度そのものが非常に良かったのかなというふうに私は個人的にはそう思

っています。 
 この今言うように、会議を傍聴させてもらって、議員さんにお聞きしたいのは、実際に

モニター制度を我々が、期間まだ１年経とうかなぐらいしか経っていませんけれども、そ

の辺の感じとして、皆さん方どういうふうに感じてらっしゃるのか、ちょっとお聞きした

いんですよね。 
 それによって、やっぱり自分たちも私自身ももっと傍聴しながら勉強しなきゃいけない

んでしょうけれども、その辺やっぱり効果は見えてきているような、個人的にはしてます

けど、さっき言ったように、議員さん方どんな感じで思っておられるのかなと、ちょっと

お聞きしたいんですけど。 
○委員長 モニターさんから反問権でないですけど、議員としての受けとめ方、議員の方

から。 



- 14 - 
 

○議員 今年の４月から議会基本条例が制定になりましてですね、今まで傍聴人がほとん

どいなかったということもございました。今回からモニターさんが誰かかれか来ていただ

いているということをですね、やはり私たち議員もやっぱり本当に緊張って言うんですか、

そういうのはやっぱりするようになりました。 
 そうかと言って、普段のんべんたらりしているわけではないんですけども、なお一層緊

張感というのは募っているような状態でありますね。そしてやっぱり、こういう会議の中

で、いろいろ意見等いただけば、そのとおりなのかなというような、またさらに見直すと

いうこともございまして、やはり今回のモニター制度というのは、本当に私たちもいろい

ろ勉強になりますし、本当に良かったのかなと。私どもも良かったのかなというふうにも

思っているところであります。 
○委員長 そのほか、議員。 
○議員 今、議員の方から言われたように、私自身も先ほどモニターの方からお話あった

ように、議員って一体何やってるんだというのが正直な気持ちでした。しかし、そういっ

た中で、誰に訴えていいのかなという部分、そういった中で、こういったモニター会議が

あって、その人方から意見を聞かせていただくということはすばらしいこと、私自身勉強

になる一つだなと思います。 
 欲を言えば、このことがもっともっと広がってくれたら、ありがたいなと思っておりま

す。簡単に言うとそんな感じでございます。 
○委員長 ほかに議員の方から、せっかく質問あった事項ですから。議員。 
○議員 自分もやはり議員の言うこと全くそのとおりだと思います。ただ、やはりタイミ

ングが悪いか、間が悪いかということで、常にどなたか聞いておられると、いろいろな先

ほど言ったような説明のタイミング、質問と答弁のタイミングが違って、聞かれていない

場合ってあるんですね。その時にやっぱりどうなんだと言われた時に、やはり委員長だと

か、そういう答えするんですけど、だから納得できない。そういうことがあります。 
 別に１日来ていただくとか、半日どうしてもって縛りがないので、もう少し僕らも１時

間なりタイミングで休憩ありますのでね、そのタイミングで気楽と言ったら悪いですけど、

来ていただいてね、突然に来られるのは僕らも望むところなのですけれども、やっぱりそ

ういうことの中できて、もう少し気楽にね、モニターをしていただければ、僕としてはあ

りがたいなと感じます。これは個人的な意見ですから、思っておりますので、あまり固く

考えないでしていただければと私は思います。以上です。 
○委員長 議員。 
○議員 私もですね、先ほどモニターさんも言われたんですけれども、私の質問に説明員

が答えて、それがなかなか自分の思い通りの答えになっていない時、さてどうやって突っ

込んでいったらいいだろうと考えるんですけど、いかんせん力量不足と言ってしまったら

大変申しわけないんですけど、やっぱりその中で自分が思っていることはこうなんだよと、

なかなか言い出しにくいって言うんですかね、自分の思いを伝えるという難しさはつくづ
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く感じて、モニターさんの前でそういう姿をさらけているということに対しては、自分も

考え込んでしまうんですけれども、やっぱり町民の方たちとも話しながらですね、自分が

何を聞いていったらいいのか、どこを町政の中に自分の意見を言っていったらいいのかと

いう部分をやっぱりいつも考えながらやっています。 
 その中で、今モニターさんいろいろな意見言われました。本当に自分にとってもびっく

りするほど勉強になっております。以上です。 
○委員長 議員さん、ほかにありますか。なければ、また話を戻しまして、定例会、臨時

会、特別委員会、常任委員会を傍聴してという項目は、以上にさせていただきまして、あ

りますか。 
○議会モニター 素朴な疑問で大変申しわけないんですが、各委員会の調査事項に関して、

どのような経緯でその調査事項、質問事項が決定されているのかというのが、ちょっと聞

いていて、なぜこの項目について知りたいという話になったのかっていうのが素朴に思っ

たんですね。 
 そこを例えば、議会だよりやホームページも含めてですね、こういう理由でこの質問に

したんだと、調査したんだという所を説明していただくということも一つのわかりやすい、

とにかく町民に興味を持ってもらうということは、かみ砕いてわかりやすくというのが一

つのキーワードだと思うんです。 
 皆さん議会議員さん方は、当然な議員活動の中でやっていることは当然と思っているこ

とでも、一般の町民は全くわからない世界という形ですので、とにかくかみ砕いてわかり

やすくというのを意識してやっていただくと、少しでも町民が議会の方に目が向いてくる

のかなと思うんですが、どういう形で質問事項、調査事項というのを決定されているのか、

ちょっとお聞かせいただきたいのですが。 
○委員長 今、モニターさんのご意見、２点あると思うのですが、調査事項の決定経過、

それから議会だより等通して決定理由をきちっと明示しれば理解しやすいって、この２点

あったかと思うのですが、それぞれ常任委員会の委員長さんからどうぞ。 
○議員 私、昨年から総務文教厚生常任委員長を仰せつかって、やらせていただいていま

す。こういう調査事件というのは、１年間の年度当初に１年間の計画を立てまして、今ま

での経過、この手元には平成 11 年からのずっと調査事件が出ていて、やっていない所をな

るべく皆さんにわかりやすく理解していただければいいなと思いながら、限られた紙面で、

モニターさんがおっしゃったようなこういうことでこの調査事件を始めましたという所ま

では、今までは突っ込んではお伝えすることができなかったのですが、でも５年に１回は

最低でも調査事件をしていこうということで、福祉関係ですとか、それからいろいろ公共

施設の管理状況、遊休施設のことですとか、そういったものを調べながら報告しているの

ですが、なかなかきっと町民の皆さんには関心がないことも中にはあるんじゃないかなと

いうふうに思っています。 
 ですが、中に入ってみて初めて私も勉強になったというか、そんなことで行政の予算の
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執行状況を、そういうことも書ければいいんですけど、書けないので、要するに今まで行

政が扱ってきた予算の執行状況、前回は図書館・博物館・公民館ということでやったので

すが、そういったものを元にして調べていくのが調査事件だと私は基本的には思っていま

す。 
 先日のそういう公共施設の執行状況、非常に図書館も優秀で、博物館も町外者がたくさ

ん見学に来てということで、調査してみて、我々も知り得なかったことが知れたというこ

とで、今回、広報に載せるのですが、そういったベースになるのは行政の執行状況という

か、予算の執行状況をベースにして、私たちはやっているつもりですが、それが伝わらな

いというのは、私の報告がちょっと浅いのかなということで今お話を伺っていました。 
 今年度は、行財政改革アクションプランの進捗状況、これも本当に予算の絡みでやるこ

となのですが、それとか情報管理のシステムについての状況、今一生懸命役場で３Ｄの情

報をパソコンに投入して、ホームページでいろいろ町民の皆さんに個人情報が漏れない状

態でいろいろな道路だとか、水道だとか、そういったものの今一生懸命やっているんです

ね。５年目に入ったんですね。そういうものもどういう状況かなということで、今年度少

し調べてみようかなと。 
 それと子どもの情報モラル教育についても今スマホとか何とか子どもたちも持つ時代で

すよね。そういったものをどういう浦幌の子どもたちは、状態に置かれているかなという、

そういうものも調査してみようかなということで、年度内に大体やれるようなことを年度

当初にピックアップして、そして調査しているんです。以上です。 
○委員長 産建の方。 
○議員 手っ取り早く申し上げます。我々産業建設に関しましては、先ほどモニターさん

言われたように、事細かく言うのも筋かと思いますけれども、中には個人情報等もあって

言えない部分もございます。その中で、大きく例えば、浦幌の場合ですと産建にかかるも

のとして、模範牧場はどうなっているのか、住宅関係はどうなっているのかという関係の

中で、町民の方々の意見を聞いた中で、じゃあ今年はこれをやろう、今回はこれをやろう

という関係の中で進めさせていただいております。 
 それらも含めて、あと詳しい話は委員長と、また議運の委員長の方から補足として説明

願いたいと思います。 
○議員 副委員長から話がございました。また本当にそのとおりでございます。ただ委員

会としてですね、例えば、浦幌でもこういうものをやったらいいのではないかということ

でですね、昨年度鹿追町へ行きまして、バイオマスのプラント工場を見てきたんですよね。

あそこは、日本でも大々的にやっていると。 
 鹿追町にしてみたら、農業と酪農もいっぱいありますし、また温泉地帯という、温泉も

ありまして、観光もやっぱりメーンにしていると。いろいろな悪臭だとかを防ぐのにバイ

オマスプラントを作っていると。そういう面では、浦幌もやはり地域的には酪農地帯でも

ありますので、そういう面でもやはりまだ取り組んではいないのですけれども、やっぱり
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今後将来的にはそういうこともやっぱり考えていただきたいなということで、やっており

ますし、またまちづくり計画の中で、道路の整備事業だとか、あと公営住宅の先ほどもち

ょっと話したんですけども、建て替え事業やなんか、そういうのを年次を組んでやってい

る中身では、いっぺんその辺は本当に計画どおりに進んでいるのかとか、その辺の所もや

はり所見として見ていくようにしております。以上でございます。 
○委員長 今、両委員長から報告ありましたけども、説明あったのですが、基本的にはで

すね、調査をみんなが例えば一般質問、予算、決算で個人、個人でそのことを質疑やって

も、切りがないというかね、そういう場合に委員会がまとまって理事者に対して資料を出

しなさい、常任委員会で自分たちの所管の部分は、関係する部分は調査するよということ

で、例えば、直近で言いますと、防災の施設の現地調査をやって帰ってきて質疑をやりま

したね。これは、時期において重要な事項について調査します。 
 ですから、模範牧場、今、億のお金をかけて牛舎建て替えたりね、やっています。ちょ

っと予算大きすぎるよと調査しますよと、なんでこの予算見積もりになったのですか、そ

ういう調査します。これは直近でいろいろ問題あると思う所を調査事項とします。 
 それから、例えば産建ですと、毎年農作物の作況調査って９月にやるんですね。これは

慣例になっているのですが、その趣旨は浦幌の基幹産業、年間 90 億の生産額ある最大の基

幹産業ですから、作況状況は非常に大事です。収入の面からもね。町が徴収する税金の関

係からも非常に基幹産業なので、このことについては、毎年調査します。 
 そのほかに湿害や何かあったら緊急に視察に出ます。そういうことも産業建設常任委員

会はやりますね。 
 それから特別委員会は、この直近では中学校の校舎・体育館の建替え、町は両方で 11 億

かかるよと、ちょっと待てと。その時基金積んでなかったです。公共事業に供するための

基金なかったです。でも、強度不足だ、古くなった、建て替えするか、補修するか、高校

の跡を使うか、３本で協議したんです。特別委員会を設けて徹底的に調査します、何が得

で何がお金かからなくて、何が今後のためにモニターさん先ほど言われたように、どのぐ

らい人口になって、何年後には生徒がどのくらいか、そういうことを全部調査しますよと

いうことで、そういう大きな実質的には 12 億かかっていますけども、そういう目的で直近

の問題については大きな問題は特別委員会設置します。そういう方法で調査案件というの

は決まるんですけれども、なかなかこの決める経過と所見と言っていますけどね、必ず議

会で意見をつけます。調査した以上はね。 
 そこの所まで最後まで議会だよりしっかり読んでいただきたいなと思っていますけど、

それぞれ思いあって常任委員会はやっています。特別委員会もきちっと報告もさせていた

だいていると。そのほかありますか。 
 今、常任委員会、特別委員会等の対応についてご質問ありましたけれども、次に進めさ

せていただいてよろしいですか。 
 ３番目の議会運営全般、議会だよりもそうですし、先ほど出ましたホームページも含め
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てですね、こういう議会の対応について、皆さんの感じていること、大分一緒になって出

てきた面もありますが、それぞれ。モニターさん。 
○議会モニター この間の議会の時に、中学生が傍聴に来ていましたね。それは、中学校

の方からこの日じゃなきゃ駄目というか、この日のみなんですかね。 
 私感じたんですけど、方針を聞いていたんですね。でも、なんか方針だけを読み上げる

のをただ聞いていても、全く興味持てないんじゃないかなと思いました。一般質問の時か

何かの方に来た方が勉強になるのではないかなということを、もしそういう設定で向こう

で言ってきたのだったら、この方がいいんじゃないですかというようなアドバイスとかは

ないんですかね。 
○委員長 その経過について、ちょっと説明させてください。中学生は公民の授業という

のは、たぶん３学期ぐらいになってからなんですね。２学期の後半とか、年前にやってい

ると思います。傍聴したいなという話は年前からあったのです。でも日曜日の一般質問と

いうことになっているでしょ、日曜日ですから、生徒も先生も日曜日対応大変。じゃあ３

月にさせてくださいと。３月は、当初はできれば一般質問か予算審議の方がいいかなと言

っていたのですが、理事者の都合で予算編成がとても間に合わないので、全部の定例会月

の第１週から始めるということになっているんです。慣例としてね。ところが１週間遅ら

せてほしいと。１週間遅らせたために、中学生 14 日卒業式ですよね。そうしたら、平日は

10 日の月曜日しかないということで、事前にいろいろな調整はさせていただきましたけれ

ども、それでも子どもたちの生徒の体験のために、傍聴をさせてくださいと、そんなこと

でね、本当に執行方針、町長執行方針、教育委員長執行方針だけでは申しわけないなとい

うことはありました。私らもそう思っていますけど、これからもね、１週間遅れになった

ら同じことが起きちゃって、もし都合できればね、日曜議会、12 月の一番いいかなと思う

のですけど、今度そうなるとまた傍聴席が倍くらいないと対応できないかなということは

あるのですが、ちょっと経過としてはそんなところです。 
 そのほか、運営あるいは議会だより、ホームページ、メルマガ含めてどうでしょう。 
○議員 議会だよりの関係でご報告をさせていただきたいと思います。実は今年ですね、

全道の議長会の議会だよりのコンクールというのがございまして、この間、委員会をとっ

てですね、１年のうちで一つコンクールに出すのに決めてくださいということでですね、

実は去年の４月から議会基本条例がスタートしたばかりで、この中にはですね、先ほどお

話しました耐震の関係だとか、またモニター制度が新しくできたということと、また今年

は特に議員の報酬、また定数についても議論が、そこまでは議論はないんですけれども、

160 号でちょうど私らが変わった時に発行させていただきました 160 号なのですけれども、

これを全道のコンクールに出させていただきたいなというふうにも思ってもおります。 
 内容的にはですね、審議した議案の各議員の賛否は出ているんですけれども、今回から

は新しく会議等の出席状況ということで、議会、または常任委員会はこれは当たり前です

けれども、そのほかに議員協議会等をですね、また常任委員会、また委員会等の出欠の内



- 19 - 
 

容も記載してございますので、これをコンクールに出したいと思っております。160 号でご

ざいますので、どうか見ておいてください。 
○委員長 そのほかご意見ございませんか。 
○議員 また議会だよりに対しまして、皆さんの方からご意見いただきましたらお願いし

たいなというふうに思っています。 
○委員長 モニターさん。 
○議会モニター 時間があまりないのであれですけど、議会だより読ませていただいて、

年４回ですよね。まちの声とか、個人的なこと、ちょっと書かなくてもよろしいですけど、

私の妻もご依頼受けまして出させていただいたんですけれども、それに対する要は町の人

はこう思っているんだ、こういう考えの人もいるんだという報告はいいんですけど、それ

に対してどのようなお考えがあるのか。議員さんとして、どういうお考えがあるのかとい

うことを下に小さくでもいいので、書いてもらうというのもまたいいのかなというふうに

思います。 
 町民の声を少しでも議会だよりに反映するという所を意識して、そういった長々の思い

だけじゃなくですね、ごみが散らかっているのでどうにかしてくださいだとか、そういっ

た素朴な町民の声を議員さんとしてはこういう考えで、議会としてはこういう考えで動い

ていますよということをお伝えするだけでも、ちょっと変わってくるのかなというふうに

思いますけれども。 
○議員 前回ですね、161 号につきましては、モニターさんの所にお世話になって、大変ど

うもありがとうございました。まちの声の基本的なことについてはですよ、浦幌町に住ん

でいただいて、やっぱり書いていただく方も大変なので、内容的にはどういうことでもい

いですよというような内容でございます。 
 今言われますように、それに対しての意見とこれは私の判断では決められないんですけ

れども、持ち帰りましてですね、委員会で十分角度的に協議をしていただいてですね、今

後に結びつけたいなというふうに思っております。 
○委員長 そうですね、結構町に対しての要望的なことも入ってきていますから、そうい

うのを見ながら議員も、議会も審議の中には取り入れているのかなと思いますけどね。 
 どうでしょうね。議会だよりの中にまちの声で意見をもらったのに、何かのちょっとそ

れに対するコメントを載せるみたいな、そういうのもね、また親しみ合っていいかもしれ

ないですね。広報委員の方でまた検討してみてください。 
 ほかにありませんか。 
○議会モニター たまたま私、今回浦幌スタイルというまちづくりの計画の一つの中で委

員会で今年○○モニターさんと同じメンバーでやっていたんですけれども、中学生の意見

とか要するに今の子どもたちのアンケート調査をして、大人たちがどういうふうに子ども

たちの未来のことを考えたらいいのかなということで、いろいろな会議をやったんですよ

ね。 
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 すごく内容的にもいろいろなアイデアが出てね、すごくいいなと思ったんですよね。た

だ、残念なことにこれをうまく正直議員さんも皆さん忙しいからあれでしょうけれども、

誰か聞いてくださればなとは思っていました。本音でね。これだけ浦幌町の将来のことに

みんなが夢を、正直言って大人にアンケートとったらほとんど夢を持っていないんですよ。 
 私もすごくショックを受けたのですけれども、ただやっぱり将来、さっきね、他のモニ

ターさん言われた将来浦幌町どうしたらいいんだという部分で、やっぱりいろいろな考え

方もあるんでしょうけれども、やっぱり議員さんも真剣になって考えている、本当にいろ

いろな意見、町民の意見もあるし、ただ本当にうらほろスタイルというのは、すごく将来

のまちづくりという部分の構想ですよね、夢のあるまちづくり、夢のないまちづくりでな

くて、それを一緒に参加して考えてほしいなというのが私の個人的な意見というか、思い

がありました。 
 もちろんまちづくりの産業課のメンバーも入っているので、ただやっぱり生の会議の声

を聞いてほしかったなというのが一つありました。まだまだこれからも今年度もやると思

うのですけれども、あともう一つ、私、今年区長だったのですけれども、区長の会議の中

で行政とのあまり言葉が出てこないのですけれども、要望みたいのありますよね。それで

回答してくれるとか、あの中ですごくちょっと気になったのが、道路がへこんでいると。

通行するのに大変住民の周りの人方が危ないよって、町内の人が言っているのにもかかわ

らず、行政の方としては予算の問題があって、順繰り順繰りやっていますというやり取り

があったんですよね。 
 いやいや、うちは３年前から言ってるんだぞって、そんな３年前から言っている話が未

だにできない話なのかいという部分で、この辺もやっぱり行政は行政のやり方、さっき他

のモニターさんの話じゃないけど、行政のやり方と一般我々の考え方、我々が個人的にそ

こに砂利突っ込んでね、やるということにもならないですよね。道路ですから、自分の土

地ならできるんでしょうけれども、だから、ああいう場にもちょっとある面では現実的な

部分のまちづくりと言うのでしょうか、その部分では行政区の単位のいろいろな諸問題と

言うのでしょうかね、どうにもならない話もあったのです、私聞いていて。 
 カラスの退治をどうしたらいいかとか、そこが駄目だったらカラスは移動しちゃうので

ね、本当に難しい問題、ただ道路というのは、本当に簡易的な工事もできないのかなって

僕思ったのですけれども、ただ皆さん、メンバーでやりとりしているのでね、やっぱりち

ょっと私も今回初めてだったのですけれども、どんなふうなやりとりしているのかなとい

うので、ちょっとそれ以上話突っ込んではできないなという部分、だからその辺も何か情

報的にもとか、議員さんの一人でもいいから聞いていらっしゃるとかね、その場でどうの

こうのじゃなくて、やっぱりそのやり取りを見てて、本当に町民の人方がどう苦労してい

るかとか、悩んでいるとか、そういう部分もあってもいいのかなと僕は個人的に思いまし

た。 
 たまたま私も今回区長で、いろいろな役が重なっちゃったんですけれども、商工会の役
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員もやってて、地域振興で地域の活性化どうしたらいいんだとかって、いろいろな会議や

っているんですけれども、やっぱり我々どうしてもたまたまこの役やってね、お願いしま

すねって、誰も受けてくれないから、そしたら○○さん頼むねって感じなんですよね。 
 ただ、そんな枠の中でやっているので、私も本当に浅知恵なんですよね。何か勉強して

いるわけでもないし、議員さんはさっきそういう部分も深くたぶん研究、勉強されている

と思うんですね。 
 ただ、本当に町民の皆さんからの意見としてどんな意見というか、苦しんでいると思う。

それをやっぱり感知してほしいなという部分と、やっぱり将来に向けての部分でやっぱり

議員さんが一人か二人入ってきてくだされば、やっぱりそれを実際やっているメンバーた

ちが見て、何か将来に向けて希望があるんだなっていう雰囲気が出てくるような感じがす

ごくしたんですよね。 
 だから、そういった面でいらっしゃらなかったのがすごくちょっと残念だったなと。今

までそういう経緯がないから、たぶんそうだったのでしょうけれども、ちょっと個人的な

意見で。 
○委員長 ただいまの２点ほどお話ありましたけれども、中学生のうらほろスタイルにか

かわる中学生の総合学習での発表会ですけれども、議員さんも出ている方もおられるし、

私も正直なところ毎年は出ていないです。２月 16 日でしたか、教育大の発表会の時は時間

つくって行きましたけれども、そんな関係で議員の皆さんちょっと対応が足りないのかな

ということで、行政の方はね、町長はじめ必ず行っていると思います。そういう中でも議

員、もう少し対応していくべきではないかということですね。 
○議会モニター 知恵を教えてほしいなと思うんですよね。その時に、会議の時に、一緒

に一人でも誰でもいいですから、代表のメンバーとしてね、こういうのはこういう方がい

いんでないかとか、アドバイスみたいな。 
○委員長 提案に対してね。それと２点目ですけれども、区長会議で行政が予算の都合で

できないとか、計画に入っていないとか、先ほどもトイレの水洗化の話ありましたけれど

も、そういう説明は多いですよね。これは地域性あって、ある程度田舎の方と言ったら変

ですけれども、結構議員そういうこと対応している地域とそれから完全に区長さんと行政

だけの対応ってあると思うんです。 
 例を言えば、防災会議と言ったら変ですけど、地域で説明会やったり、去年一生懸命や

りましたよね。そういう所に議員が出ている地域と全然出ていない地域と、これも必ずあ

るんですよね。 
 そういう所で行政の説明聞いていると、私たち議会でも聞いている、行政からね。それ

からいろいろな調査の中で、私たちも行って意見を言う場所も議員は議員なりであると思

うんですね。そういう中で、また本会議質疑、あるいは所管で常任委員会調査、そういう

ことになっていくんだと思うのですけれども、どうしてもたぶん口頭が多いと思うのです。

行政区区長の行政要望というのはね。 
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 ですから、手続きとしては、例えば市街地区区長会で文書にして行政と議会に陳情書と

かって、あるいは議員の紹介があれば請願書ということで出していただければ、必ず審査

をします。 
 ですから、手続きとしては一番間違いないのは文書なんですね。市街地区の区長会の会

長さんの名前でね。意見をとりまとめて、毎年議会と理事者に出すとか、そういう手続き

が一番確実です。 
 その中でですね、先ほどから説明あるように、長期的な整備計画があるかどうかという

ことと、緊急的なこととやっぱり分けてね出してもらうのが一番いいと思うのですけど、

このことについていろいろな地域性もありますから、議員さん何か説明できることあった

ら、発言ない議員さんもおりますけどどうですか。議員。 
○議員 今、議員が言ったような各地域の区長会は各地域の議員さんが出ているらしいん

ですね。市街地の場合は、たぶん誰も出ていないのかなと。やはりそういう要望書を町の

方にあげるのと、やっぱり各議員にもいただけたらなと思うんですよね。なかなか町にも

以前言ったのですけれども、町からこちらの方にそういう要望書というのは、出していた

だいていないんですよ。 
 ですから、できたら要望書をもらうのはいいんでしょう。問題ないと思うので、あと今、

活性化の中でもね、一般会議というのがあるので、できたら一般会議の中の題目、町に対

しての要望でも何でもいいですから、そういう一般会議だとか、そういうのを開いてもい

いのかなと思います。 
 でないと、なかなか議員の方に自分らで見て歩いたり、どこどこの道路悪いよってそれ

は聞くのですけど、なかなか議会の中で質問するとか、関係課へ行って頼んできても、や

はり予算の関係だとかいろいろ出てくるので、なかなかすぐ対応できるものと対応できな

いものあります。 
 ですから、やはりそういうのも含めて、できたらたぶん市街地の行政区長会のずっと表

になってどこどこの地区で何が悪いとか、というのたぶんあって、そして町の方からその

要望の所に回答が書いてあると思うのです。そういうのが私らも本当は見たいんですけれ

ども、なかなか自分の行政区の区長に言えば手に入るのかなと思うんだけども、そこまで

してちょっとね、どこまで活動していいのかなと自分でも思っているので、できたらいた

だけるものであればね、そういうふうにいただければなと、私は思います。 
○議会モニター 役場の回答者というか、それがこっちから質問して答えるという部分が、

何かやっぱりこっちとしては初めてのことだし、ましてや周り順番の区長みたいなもので、

だからでも言ってくるということはよほどのことだと思うんですよね。 
○議会モニター 区長会として要望書という形で出してるはずなんだけどね。 
○議会モニター 出しているけれども、やっぱりその年度が、今年度は予算がないからと

か。 
○議会モニター 緊急性があるものについては、そんなこと言ってられないよね。真ん中
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穴開いてれば、そんなこと言ってられないから。 
○委員長 そういうこと含めてきちっと現地調査をしてくれということで言ってもらった

方がいいと思います。 
○議会モニター それですっきりとした感じには、私見てて見えなかったんですよ。 
○議会モニター 幸町はなったよな。私の近くのとこは、角が穴が開いているという、町

内会の役員会の時にそういう、何かそういう話があって、見てすぐ要望したら、危ないと

ちょっとあれして、埋めて１カ月かからなかったと思うんだけど。そういう例もあるから。 
○議会モニター そういう例もあるみたいですよ。ただ何年経ってもやってくれないとい

う所もあるみたいで、これどういうふうになっているのか。 
○委員長 時間のことあるので、短めにお願いします。 
○議員 手っ取り早く言うと、緊急性のものは即対応するような努力を行政はしていると

思います。ただ、３年、５年経っているんだけどと言っても緊急性があまりないと、それ

なりに年数がかかるものもあるかと思います。 
 その危険性というのは、個人によって、自分は危険だと思っているけれども、総体的に

見るとまだそれより先にやらなければならないものもあるとすれば、そちらを先にやる可

能性としてあると思います。以上です。 
○議員 １点ね、私同じようなこと素朴に聞いたことあるんだけど、なんか道路の高さと

かね、そういうあれになると、何かトータル的に総合的にバランスをとってやらなければ、

こちらだけ部分的に対応してもできないような説明受けた時もあるんだよね。 
 だから、部分的にできないものだから、年度でそこの道路を高さを調節した時にこっち

もタイミング合わせてやらないとできないんだというようなこと聞いたことあるね。 
 だから、俺はもっと簡単に考えてたんだけど、何か行政の人に聞くと、そんな簡単なこ

とじゃないと回答を得たことが一度あります。 
○委員長 行政の方はすぐやれないようなことは難しく説明するんですね。私らにも難し

く説明します。いかにも手続きが難しいような説明をするのですが、理解してください。 
 ちょっと予定の時間のこともありますから、意見交換の部分どうでしょう。その他も含

めてこの辺で終わらせていただきたい。モニターさん、どうぞ。 
○議会モニター 議員定数の関係で定数は減ということで発表されましたので、次回から

実行されるということなんですけれども、議員報酬については、たぶん私の考えだと玉虫

色の形で残しているんだと思うんですけれども、別に今すぐあげれとかじゃないんですけ

ど、報酬についての意見交換、議員さんたちの中で 26 年度もやるのか、改選期の来年以降

ですか、どういうような形になるのか、その辺は進行具合はこれから先はどうなるんでし

ょうか。 
○委員長 議長からの諮問について、定数、報酬丸一年あげて研修・視察調査も含めて 19
回議会運営委員会と全体の協議８回ずつ、それから研修やら調査やら含めて 19 回協議をし

ました。 
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 その中で、ご承知のとおり定数は２減ということで先般の定例会で議決しましたから、

次の選挙から２減です。 
 今、モニターさんがおっしゃられた報酬についてですが、これについては、答申の内容

としては、上げることが望ましいと。しかし、町長含めて特別職、それから行政委員、各

種の施設の利用状況が行財政改革で上がっています。そういうことの見直しやらない中で、

議員だけではとても報酬上げれと言えないなということで、そうした要件も少しずつ緩和

されていく、もちろん特別職は審議会ありますからね。そこにかけて上げるような対応に

なりますけれども、そういうことが進めば一緒に議会も協議して進めたいと、そういうや

やこしい答申とさせていただきました。 
 今、ご質問あった今期中は、もしですよ、町長が今期中に来期上げると言えば、議会も

一緒になって提案するようなことになるかもしれませんが、それがない限り今期中の協議

ということはないと思います。現状ではですね。 
 モニターさん、よくご理解いただけると思うのですが、本当に議員も忙しいです。です

から、我々の活動に報酬が合ってないと思っている議員はたくさんいます。その答えとし

ては、上げることが望ましいとしました。そういうややこしい答申にしましたけども、モ

ニターさん、こんな説明で、内容は十分ご承知の上での今質問だと思うのですが、よろし

いですか。今期中は、これ以上の協議はないと思います。 
 まだたくさん協議したい、意見交換したい部分あると思うのですが、予定の時間のこと

もありますから、意見交換は以上で終わらせていただきたいと思いますが、ご了承くださ

い。ありがとうございます。意見交換の部分、以上で終わらせていただきます。 
○議員（司会） 大変ですね、冒頭に申し上げましたように、本当に８時 20 分前ですね、

終わらせていただきありがとうございました。 
 26 年度議会の年間計画及び議会モニタースケジュールについて、ご説明申し上げたいと

思います。皆さんのお手元にですね、いっている中身をごらんいただきたいと思います。

事務局の方から説明しますので、よろしくお願いしたいと思います。 
○事務局 スケジュールについて、私の方から説明させていただきます。 
 まずＡ３版の年間の計画ということで、カラーコピーいってるかと思います。６月、９

月、12 月、３月の定例議会ということでは、もう既に先ほど議運の委員長からもお話され

ていましたけど、通常では月の初めの第１月曜日から始めるんですけども、６月と３月に

ついては、第２週から定例会を始めることになっています。これは町側からの要望、３月

ありましたけども、６月についてはですね、第１週にいろいろな諸行事がありましてです

ね、第２週目からということで計画していますので、一応こういうことでご了承、またご

理解いただきたいというふうに思います。 
 それとですね、Ａ４版の議会モニタースケジュールということで、１枚いっているかと

思います。先ほど、議運の委員長からもお話ありましたとおり、我々議会側のスタンスは、

第１回のモニター会議でもお話しているとおり変わってございません。 
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 前半の２回定例会、それから後半の２回の定例会のうち１回ですね、定例会を傍聴して

いただいて、ご意見等をいただきたいなというふうに考えています。あと年間のいろいろ

な各種会議等の関係は、ファックス、または郵送でご案内差し上げますので、出れる時に

だけご連絡いただければというふうに思っていますので、また１年間ですね、よろしくお

願いしたいと思います。 
 それから、９月と３月のモニター会議についても一応予定としてここに記載しています。

９月のモニター会議については、９月の 16 日、それから３月のモニター会議については、

24 日ということで予定をしていますので一応予定ですけども、何かあれば変わったら変更

の連絡しますけれども、一応今の予定ということでおさえていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。以上であります。 
○議員（司会） 一応ですね、今日のスケジュールについては、大体皆様の対応いただき

まして、本当にスムーズに終わらせていただきました。 
 ここでですね、この１年間ですね、本当に議会モニターの皆様方には、大変お世話にな

った関係上、うちの議長の方からですね、本当に気持ちですけれども、ただいまから対応

したいと思います。議長、お願いします。 
 本当に気持ちですけれども、皆さんにですね、１年間本当にありがとうございました。

議長の方からただいまから記念品を渡し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４４分 


