
第４回議会報告会
【議会運営に関する意見と回答】

（平成２４年１１月７日～９日開催分）
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№ 会 場 議会報告会における意見・要望等 議会（委員会）の回答 議運
１ 上堅田 報告会については評価できるが参加者が少ないので今後 （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行 議運

の課題である。 う予定ですので、参加者が増えるよう内容や広報手段について
検討していきます。

２ 上堅田 昨年も少なかった、会場が違っても同様なので改革が必 （アンケート） 〃 議運
要であると思った。

３ 上堅田 参加人数が少ないので工夫が必要と思われる。 （アンケート） 〃 議運
４ 下堅田 視察全般について、どうしても必要かどうか。全て反対 （アンケート）御意見の要旨は、厳しい財政事情の中にあって、 議運

というのではないが、他に予算を回してはどうかと！ 何のために視察を行い、その後佐伯市のためにどう生かされた
のか、見えてこないじゃないか、との御指摘であると思われま
す。視察内容の全てを市政に生かすことはできませんが、それ
ぞれの委員会が目的を持って実施しておりますので、御理解を
お願いいたします。

５ 城南 議会報告会に最初から参加しているが、なぜ人数が少な （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行 議運
くなったのか考えてほしい。 う予定ですので、参加者が増えるよう内容や広報手段について

検討していきます。
６ 城南 自治委員（区長）は議会報告会に必ず出席してほしい。 （アンケート） 〃 議運
７ 城南 あらかじめテーマを設定しているにも関わらず、意見交 （アンケート）各班で対応ができるよう事前の打合せを徹底い 議運

換会の二つのテーマに取り組めなかった。 たします。
８ 城南 地元議員さんが出席してほしい。 （アンケート）議会の機関としての報告会でありますので、御 議運

理解をお願いいたします。なお、地元議員は、議員個人の報告
会として活動されるものと考えています。

9 城南 住民投票条例を否決した議員の人たち一人一人にその理 （アンケート）最初の住民投票条例の制定に係る審議について 議運
由を広報で聞かせてほしい。 は、議会だより臨時号において、御指摘の反対討論の内容を掲

載し、市民の皆様にその理由を示しております。市議会は委員
会や本会議の中で討議された事実に基づいて広報を行っており、
討論していない議員について広報することはできませんので、
御理解をお願いいたします。

１０ 和楽 意見交換会を２時間で行うのに無理がある。市民が注目 （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行 議運
している案件に絞ってみてはどうか。 う予定です。

１１ 和楽 意見交換の開催について現行の中学校区だけでなく、女 （アンケート） 〃 議運
性、青年部等との意見交換会も必要ではないかと思う。
参考になる事例は、議会だよりで紹介するとPRになる
と思う。

１２ 和楽 どうしたらよいかを話し合う量が少ないということと、 （アンケート）議会は、合議制の機関であり、議員相互の自由 議運
質（話し合い）のレベルアップをする必要があると思い 討議が必要不可欠です。御指摘の意見を踏まえ、更なるレベル
ます。良い案が出るまで徹底して詰めるようにする。 アップを目指します。
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１３ 蒲江 もう少し、各種団体の出席があればいろいろな方面か （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行う 議運
らの意見が出たのではないだろうか。 予定ですので、参加者が増えるよう内容や広報手段について検討

していきます。
１４ 蒲江 やはりPRなのかな!！文章で出すとか。 （アンケート） 〃 議運
１５ 上浦 説明・報告が分かりやすい議員と分かりにくい議員が （アンケート）全議員に周知いたします。 議運

いる。
１６ 鶴見 せっかくの報告会なのに出席者が少ないのが残念で （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行う 議運

す。 予定ですので、参加者が増えるよう内容や広報手段について検討
していきます。

１７ 鶴見 大変良かったです。でも出席者が少ないのがよくない （アンケート） 〃 議運
です。

１８ 鶴見 地区の人の参加が少ない、もったいないと思う。 （アンケート） 〃 議運
１９ 大島 議会報告会は年１回でいいですよ。 改選後に議会報告会のあり方について議論を行う予定ですので、 議運

御意見を参考に調整いたします。
２０ 大島 大島地区は年2回あるが、最大で1回又は2年に1回く （アンケート） 〃 議運

らいの報告会でよい
２１ 米水津 地区民と議員の意見交流ができ意義があった。だんだ （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行う 議運

ん良くなった。人が多く集まる工夫は何かないか？ 予定ですので、参加者が増えるよう内容や広報手段について検討
していきます。

２２ 弥生 一人の発言が長すぎる(議員も参加者も)、要点のみ話 （アンケート）各班で事前の打合せを徹底いたします。 議運
してほしい。

２３ 弥生 一つの問題について議員の答弁の時間が掛かりすぎ （アンケート） 〃 議運
る。もっと多くの問題についての意見をお聞きしたい
と思います。議員の皆さんが、よく答えてくれるので
よかったです。

２４ 弥生 CATVにてLIVEもしくは再放送を多く放送してほし （アンケート）ケーブルテレビの生放送、再放送については、１ 議運
い。議会報告(質疑応答等)も全文あるとその議員の方 チャンネルで運用しているため、番組の編成上、放送枠に限界が
向性と考え方がわかるのでありがたい。なお、こうい あります。このため、平成24年度からインターネットによる録
った資料等は、映像ではあり、尚かつインターネット 画配信を行い、広報の充実に努めております。
配信〔ここで終わり〕

２５ 直川 資料の項目について統一性がない。 （アンケート） 議運
資料は各委員会の責任で作成しており、項目は調整しておりませ
ん。議会報告会の意見に対する回答を掲載している委員会もあれ
ば、全く掲載していない委員会もあるので、今後はある程度の調
整は必要と考えています。

２６ 直川 いくつかの地域課題について問いかける方法もあるか （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行う 議運
と。 予定ですので、御意見を参考にさせていただきます。

２７ 直川 地域（直川）に関係のない内容がほとんどを占めてい （アンケート） 〃 議運
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る。
２８ 直川 答える議員の時間が長い・・・・、簡潔にするように。 （アンケート）各班で事前の打合せを徹底いたします。 議運
２９ 本匠 時間、曜日を考えてほしい。夜になると仕事でくたび （アンケート）御意見として受けとめ、検討を行います。 議運

れているので参加者が少ないのではないかと思いま
す。

３０ 本匠 地域の実情を訴えることができたが、時間が足りない。 （アンケート）２時間の設定にしておりますので、御理解をお願 議運
いいたします。

３１ 本匠 視察報告書のまとめが単に報告になっている。総務常 行政視察報告書の様式の統一と併せて、視察で得た情報、考察、 議運
任委員会の方々がこの視察の成果をどういうふうにと 委員会として提言すべき事項等について報告を求めるよう改善い
らえて、佐伯市としての取り組みや提言をしたとか、 たしました。今後については、視察を踏まえてどのような提言等
していくとかを報告のまとめとして書くべき。建設常 を行ったのか、その後の経過を議会報告会で報告できるものと考
任委員会の視察についても同様。 えています。

３２ 本匠 議会議員も積極的に施策に提案を行い、産業の振興、 （アンケート）市議会では政策研究会を設置し、政策立案、提言 議運
市民も福祉の向上を図ってもらいたい。 等を行っております。また、政策研究会のテーマ以外の案件につ

いては、それぞれ専門の委員会で所管事務調査を行い、施策の提
言等に向けて努力しております。

３３ 宇目 開催回数を重ねるごとに参加者が少なくなっている。 （アンケート）改選後に議会報告会のあり方について議論を行う 議運
今回は大手前開発が一応の決着がついたためかとも思 予定ですので、参加者が増えるよう内容や広報手段について検討
われるが参加者は初回は40名だった。 していきます。

３４ 宇目 参加人数が少なかったのが残念に思いました。 （アンケート） 〃 議運
３５ 宇目 どこの報告会にも言えることだが、「なぜ出席者が少 （アンケート） 〃 議運

ないのか？」を考えてほしい。
３６ 宇目 会場について宇目地区は大きく分けて重岡・小野市と （アンケート）校区内の開催場所については、それぞれの班が選 議運

あります。その集落のある会場（小野市＝ふれあいセ 定しておりますので、御意見を参考にさせていただきます。
ンター、重岡＝宇目文化センターで実施はできないか。


