
第３回議会報告会
【議会運営に関する意見と回答】

（平成２４年５月９日～１１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 委員会
１ 青山 もう少し時間がほしい。 （アンケート）会場の都合で２時間の設定としてお 議運

りますが、30分以内の延長は可能ですので、会場の
雰囲気を見て配慮いたします。

２ 蛇崎 出席９名では効果が期待できなので、人を集める工夫が必 （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運
要である。議会報告は、議会報、ホームページ、CATV
などで情報が得られていることも一つの要因として考えら
れると思う。

３ 蛇崎 参加者が少ないのが心配である。議会報告会の開催は必要 （アンケート） 〃 議運
ではあるが、開催日時と広報の方法を考えていくべきであ
る。

４ 蛇崎 参加者が多ければ良かったと思いました。議員さんたちの （アンケート） 〃 議運
誠実な姿に接して喜んでいます。

５ 蛇崎 多くの議員さんの出席をいただき、地区の人の出席が少な （アンケート） 〃 議運
く申し訳なく思いました。

６ 鶴岡 ②もう少し参加者が多かったらとも思う。 （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運

７ 鶴岡 先日の議会報告会の出席率が想定以上に少なかったのには （アンケート） 〃 議運
驚いた。

８ 鶴岡 日程（5/11PM7:00～）は「大手前」の説明会（5/11 （アンケート） 〃 議運
PM7:00～）と重なっている。もっと、頻繁に広報すべき。

９ 鶴岡 この日程ですが、今のところ３日間ですね、これを倍くら 次回開催予定の第４回議会報告会は、既に15会場と 議運
いに増やして６日間くらいしていただけたら、都合で来ら 決定し、その班編成についてもこれまでどおりとし
れない人が参加することができるようになりますので、佐 ています。平成2５年４月に市議会議員選挙が行われ
伯市内でも少ないですもんね。市政に関心を持たせてもら る予定ですので、御指摘の議会報告会の回数につい
うためにも、報告会の回数は多い方がいいんじゃないでし ては、改選後にそのあり方を含め議論していきます。
ょうか。市長さんもたまには顔を出していただいて。教育
委員会も顔を出していただいて。

１０ 鶴岡 ③開催地区数をもう少し増やしてほしい。 （アンケート） 〃 議運
１１ 鶴岡 報告会のあり方を検証し、市民が関心を持てる議会報告会 （アンケート） 〃 議運

にしてもらいたい。
１２ 鶴岡 一部のグループのような人たちだけが、一つのことについ （アンケート）御指摘の意見を踏まえて、今後の議 議運

てのみ、入れ替わり立ち替わり話をするだけ。地元の人は 会報告会のあり方を議論していきます。
時間切れとなり、こんな方法は（議会報告会）意味がない。
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１３ 鶴岡 議論の仕方が一方通行（ある意見のみの突出）的である。 （アンケート）各班で役割分担等を徹底いたします。 議運
司会者等が必要では。

１４ 和楽 もっと市民が集まる報告会でないと意味がない。 （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運
１５ 和楽 もっと市民に集まるよう努力してほしい。 （アンケート） 〃 議運
１６ 和楽 質疑時間を多くしてほしい。 （アンケート）各担当班に周知し改善に努めます。 議運
１７ 和楽 議会内の意見で特にもめたことの報告をお願いしたかっ （アンケート）主に賛否が分かれた議案について報 議運

た。 告しています。
１８ 和楽 今回の議会報告会の議員の班編成は、抽選により決定しま （アンケート）議会の機関としての報告会でありま 議運

したとなっておりますが、中学校区の鶴谷ですか、鶴谷校 すので、御理解をお願いいたします。なお、地元議
区の議員さんは１人も入っていない、できれば鶴谷校区の 員は、議員個人の報告会として活動されるものと考
出身議員さんを入れるべきだと思います。 えます。

１９ 和楽 議会報告会なのに市議・市長の悪口ばかりで二度と出たく （アンケート）御指摘の意見は、議会として重く受 議運
ないです。 けとめております。市民からこのような発言があっ

た場合は、各班で対応するしか手立てがないと考え
ています。今後の開催については、各班で事前の打
合せを徹底し、対応していきます。

２０ 和楽 もっと夢のある報告会にしてほしい。もっとビデオとかス （アンケート）現在１日５会場で同時開催している 議運
ライドなどを利用してほしい。 ため、機材を使用しての議会報告会は難しい状況で

す。しかし、今後、議会が１か所で開催するような
会議ではスライド等の活用を検討していきます。

２１ 西上浦 女性の参加が少ない。事前に他の集会等で呼びかけ、ある （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運
程度強制的に参加させてほしい。

２２ 西上浦 時間配分に工夫がほしい。 （アンケート）各担当班に周知し改善に努めます。 議運
２３ 西上浦 報告会の資料はもう少し早めに配布して、質問を出せるよ 資料については、１週間前を目途に本庁や各振興局 議運

うに、受け答えができるようにしてほしい。 に配布しますので、恐れ入りますが事前に必要な方
は各窓口まで申し出ていただきますよう、お願いい
たします。また、市のホームページにも事前に資料
を掲載いたしますので、ご覧ください。

２４ 西上浦 もう少し、事前に資料を配付するなどして時間を有効に利 （アンケート） 〃 議運
用できるよう工夫しては。

２５ 西上浦 執行部に要求するのみでなく、議員自らの発案が増えるよ （アンケート）御指摘の件は、大きな課題として捉 議運
う期待する。 えており、本来議員定数の１２分の１以上（現在は

３人以上）の賛同者、又は各常任委員会や特別委員
会でも議案を提出することができます。しかし、地
方議会が抱える少人数での事務局体制や法制執務能
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力等の問題から、これまで機能してきませんでした。
このような現状を踏まえ、新たに議員政策研究会を
設置し、現在、条例案の制定や政策の提言に向け努
力しております。

２６ 蒲江 議員さんの報告もてきぱきとしていて分かりやすかったで （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運
す。報告会のＰＲをもう少し。

２７ 蒲江 蒲江地域に対しての対処感がない。時間的には、旧佐伯市 （アンケート）地域の身近な問題（テーマ）につい 議運
内での説明が多い。 ては、各班の責任において議論し、必要に応じ選定

することになっております。
２８ 蒲江 資料が分かりにくいため、プロジェクター等で説明すれば （アンケート）現在１日５会場で同時開催している 議運

よい。 ため、機材を使用しての議会報告会は難しい状況で
す。しかし、今後、議会が１か所で開催するような
会議ではスライド等の活用を検討していきます

２９ 蒲江 質問の時間が説明の時間も皆急いでいたように思いまし （アンケート）報告事項が多いことが原因と考えま 議運
た。 すので、資料作成段階から検討していきます。

３０ 蒲江 後半の意見交換は、交通整理をして多様な意見を引きだし （アンケート）各班に周知いたします。 議運
てほしい。

３１ 蒲江 時間がないという議員さんが多かった。急いで分からなか （アンケート）報告事項が多いことが原因と考えま 議運
った。 すので、資料作成段階から検討していきます。

３２ 蒲江 しゃべりすぎの議員がいた。 （アンケート）市民の意見を広く聴取するため、簡 議運
潔な説明に改めます。

３３ 上浦 報告会は、議長をつくって進行をうまくやっていただくと、 各班で役割分担等を徹底いたします。 議運
誰かがリードするといいと思いました、考えてください。

３４ 上浦 １件のことで時間を取りすぎて意見交換ができない。 （アンケート）各班で対応ができるよう事前の打合 議運
せを徹底いたします。

３５ 上浦 言いにくいことも言ってもらえて良かった。司会者がいた （アンケート）各班で役割分担等を徹底いたします。 議運
方が良かったのではないか。

３６ 上浦 本当に意見、要望が図られるのか。 （アンケート）いただいた意見は、各委員会に割振 議運
り、必要に応じて調査・検討し、次回の議会報告会
で報告することにしております。

３７ 上浦 議員を見ていると個人のつるし上げとも思えるような発言 （アンケート）地方自治体では、ともに住民を代表 議運
が多く、建設的な意見や要望ととれない言動が多い。執行 する、独人制の首長と合議制の議会が相互の抑制と
部も議会も目指すところは「佐伯市のために」という共通 均衡によって緊張関係を保ちながら行政を進める二
の目的を持っているのだから非難・中傷より、郷土愛のも 元代表制をとっています。例えば、市長と議員の間
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とに議会活動に取り組んでほしい。 でなれあいがあれば、十分な監視及び評価の機能が
果たせない状況が生まれてしまいます。建設的な意
見を述べ議会と執行部が一丸となることは重要では
ありますが、他方でこのような批判監視の機能が課
せられていることも議会の主要な役割であります。
とはいえ、貴重な御意見として全議員に周知いたし
ます。

３８ 鶴見 どこまで要望を聞き入れてくれるか不安。 （アンケート）いただいた意見は、各委員会に割振 議運
り、必要に応じて調査・検討し、次回の議会報告会
で報告することにしております。

３９ 鶴見 具体化してほしい。 （アンケート） 〃 議運
４０ 鶴見 目の届く方向で対応してください。 （アンケート） 〃 議運
４１ 大島 （評価に関係なく）出席者（地元の）があまりにも少人数 （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運

だったので気の毒だった。
４２ 米水津 普段分からない事項について、詳しく説明をいただきでき （アンケート）次回開催予定の第４回議会報告会は、 議運

る限り、回数をふやし、定例会の開催も望む。 既に15会場と決定し、その班編成についてもこれま
でどおりとしています。平成2５年４月に市議会議員
選挙が行われる予定ですので、御指摘の議会報告会
の回数については、改選後にそのあり方を含め議論
していきます。

４３ 米水津 一般質問がかぶった（議題と同じ）ものが多い。議会内で （アンケート）重複質問は、会派の中では調整して 議運
の調整はできないのか。ブームに乗った一般質問が４つも おりますが、会派間においては調整がなされており
５つも質問する。もっと多方面の一般質問をしてほしい。 ません。しかし、重複した質問が多いということは、

それだけ市民の関心が高いものと考えています。他
の市議会では集中質問方式等を採用している事例も
ありますが、本市議会においては、最初から一問一
答方式を採用しているため、様々な検討課題があり
ます。したがって、現段階では、重複した通告書を
閲覧するとともに、執行部の答弁を注視しながら、
それぞれの議員の判断で重複した項目を省くなど、
議員が自ら質問時に調整するよう、努力義務を課し
ています。

４４ 直川 意見交換会の時間が短い。 （アンケート）報告の時間を45分程度とするなど、 議運
可能な限り意見交換の時間を長くとるよう配慮いた
ます。



- 5 -

４５ 直川 前もってアンケートなど各地区などで配布してほしい。 （アンケート）資料については、１週間前を目途に 議運
本庁や各振興局に配布しますので、恐れ入りますが
事前に必要な方は各窓口まで申し出ていただきます
よう、お願いいたします。また、市のホームページ
にも事前に資料を掲載いたしますので、ご覧くださ
い。

４６ 直川 年間４回から５回ぐらい議会報告会をしてほしい。 （アンケート）次回開催予定の第４回議会報告会は、 議運
既に15会場と決定し、その班編成についてもこれま
でどおりとしています。平成2５年４月に市議会議員
選挙が行われる予定ですので、御指摘の議会報告会
の回数については、改選後にそのあり方を含め議論
していきます。

４７ 直川 政務調査費の経費の減少はできないか。調査をされていな （アンケート）政務調査費の使途については、その 議運
いように感じている。 一部を議会だよりに掲載しており、さらに、現在議

会ホームページにも掲載するよう準備を進めており
ます。まずは市民の皆様に情報を開示し、どのよう
な活動を行っているか、その内容を知っていただく
ことが重要と考えております。現在のところ、積極
的に視察等を行っており、政務調査費の減額は考え
ておりません。

４８ 直川 会派によって採決が偏っているように思える。 （アンケート）会派は、政策を中心とした同一の理 議運
念を共有する議員で構成しております。したがって、
会派によって採決の賛否が偏るのはごく自然のこと
です。

４９ 本匠 議会報告会の開催お疲れ様です。参加者が少ないのがちょ （アンケート）各議員が自ら広報活動をいたします。 議運
っと気になりますが、こういった機会がなければ、さらに
関心を持つ人が少なくなると思います。引き続き、広報等
にて工夫を凝らし継続して実施してほしい。

５０ 本匠 質問時間を長く必要に思う。 （アンケート）報告の時間を45分程度とするなど、 議運
可能な限り意見交換の時間を長くとるよう配慮いた
ます。

５１ 本匠 前段の説明が長かったと思います。よって意見交換の時間 （アンケート） 〃 議運
が短くなりました。

５２ 本匠 意見交換の時間を多く、また事前に報告書を全戸に配布し （アンケート）資料については、１週間前を目途に 議運
てほしい。 本庁や各振興局に配布しますので、恐れ入りますが
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事前に必要な方は各窓口まで申し出ていただきます
よう、お願いいたします。また、市のホームページ
にも事前に資料を掲載いたしますので、ご覧くださ
い。

５３ 本匠 広く市民のことを重視してほしい。報告会をもう少し増や （アンケート）次回開催予定の第４回議会報告会は、 議運
してほしい。各委員会ごとに報告会をすることも検討して 既に15会場で開催することを決定し、その班編成に
ほしい。 ついてもこれまでどおりとしております。平成2５年

４月に市議会議員選挙が行われる予定ですので、御
指摘の議会報告会の回数、委員会ごとの報告会につ
いては、改選後にそのあり方を含め議論していきま
す。
なお、各委員会は、議会基本条例の下、市民からの
要請に応じ積極的に懇談会等を開催いたしますので、
テーマ等を申し出ていただければ対応させていただ
きます。

５４ 本匠 質問の時間を制限していただいて、答える議員さんたちも 御指摘の意見については、報告会開催前に各班長か 議運
時間を制限して、2時間しかありませんので、皆で語り合 ら議事進行について市民の皆様にお願いをし、司会
える時間を取っていただくとありがたい。 者の裁量で行うべきものですので、事前の打合せを

徹底するよう、各班に周知いたします。
５５ 本匠 報告会の進め方に一工夫を（進行係がその役割を全く果た （アンケート）御指摘のとおりですので、周知徹底 議運

していない）。進行係は質問者と答弁者の交通整理をしな を図ります。
がら、幅広い人の声を取り上げてほしい。議員が執行部に
対して要望しているように答弁は簡潔にお願いしたい（自
ら模範を示してほしい）。


