
【議会報告・意見交換会関係】

議会報告・意見交換会　記録（集約）

中込 会場

市民と意見交換会をした時に、書類としてしっか
り市民の手に渡らないといけないので、次の回
までには、今日やったものをプリントして渡して
ほしい。そういう姿勢で臨んでいただいて、最終
的にプリントなり、議会のホームページに載ると
いうことが大前提として、出来ればこの会に出る
人に、最初にこういう意見が出ましたと渡せるこ
とを希望する。

その日の会議録を集約し、翌日の会に資料とし
てお渡しする事は、現事務局体制では非常に難
しい面があります。
当該期間に出されましたご意見等は、持ち帰り、
担当委員会などで十分精査等を行ったうえで、
議会だより及びホームページへ掲載しておりま
す。

野沢 会場

説明者の名前プレートを作ってほしい。 次の会場から対応しました。

野沢 会場

議会と語ろう会のケーブルテレビでの放映はあ
るのか。中継をしたらどうか。

ケーブルテレビへの申し入れ等も視野に検討し
てまいります。

野沢 会場

意見交換会の周知はどうやっているのか。 ８月１日発行の議会だより内において予告とし
て、また１０月１日に全戸配布のチラシにおい
て、さらに１１月１日発行の議会だより内におい
て周知しております。あわせてホームページなど
へも掲載し周知を図っております。その他、正副
委員長によるケーブルテレビ及びＦＭさくだいら
の出演も行い、数回放送されております。
この他にも、今後効果的な広報手段がありまし
たら導入を検討してまいります。

野沢 会場

この会を議員さんたちはどう感じているのかなと
思った。佐久市は１０万人都市だが、今日何人
来ているか。こんなことをやる意味があるのか。
議員は何のために、何が目的でやっているの
か。関心を持ってもらえない議会、議員さんにも
責任があると思う。市民と議会が身近に接する
ことができるように考えてもらいたい。

「議会活動を市民に直接報告及び説明をし、積
極的な情報提供に努めるとともに、議会活動や
市政に対する意見等を直接聴取し、市民と意見
交換する機会を年１回以上設けるものとする。」
ことが議会基本条例に規定されており、この目
的に沿ってこの会を運営しています。
より開かれた議会を目指し、会の周知には鋭意
努力しているところですが、いただいたご意見は
真摯に受け止め、より多くの方にご来場いただ
けるよう努力してまいります。

臼田 会場

議会と語ろう会は年何回やっているか。 現在は、年１回、７地区でやっております。

東 会場

中込、野沢から始まって、本日東地区となってい
るが、本日までは規模が大きいところで報告会
を行っている。これまでの参加者人数を教えて
いただきたい。議会に対して関心があるかない
かがわかるのではと思う。

参加者数につきましては、別途資料に掲載して
おります。

会　場 区　分 質疑・意見・要望の要旨 担当委員会の対応方針・回答要旨
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会　場 区　分 質疑・意見・要望の要旨 担当委員会の対応方針・回答要旨

東 会場

文書の中で使われている言葉が非常に、はやり
言葉を使っている。地域医療崩壊・・かっこいい
が具体的に一体何をもって地域医療崩壊と言う
のか。具体的にどういうことなのかを可能な限り
示していただきたい。議会の活性化・・今の議会
に対して何がどうなれば活性化したと定義できる
のかということをもっとわかりやすく願いたい。

わかりやすくお伝えできるよう努力してまいりま
す。
また、一つ一つの言葉について、丁寧に説明す
るよう努めてまいります。

浅科 会場

昨日までの6会場で実施した議会報告会出席者
数は。

参加者数につきましては、別途資料に掲載して
おります。

浅科 会場

市民参加が少ない中で、議会報告会をやってい
くことに意味があるのか。

議会報告意見交換会は、議会基本条例に基づ
き開催し、副議長・常任委員会委員長3名、特別
委員会委員長4名の計8名で構成される運営委
員会を中心に行っています。
できる限りの広報活動はしておりますが、より多
くの皆さんの意見が聞けるように周知方法や運
営方法について、より議論を深めてまいります。

浅科 会場

議会報告意見交換会の参加者を増加させるた
めに、佐久市と関係する各種組織、団体等に依
頼をしてはどうか。

参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

浅科 会場

広報活動が足りない。
意見交換会の数を増やしてほしい。
参加者が少ないので各区長、消防団等に要請し
てはどうか。
浅科の意見も聞いてほしい。

参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

浅科 会場

議会報告意見交換会の机を円卓方式にしては
どうか。

貴重なご意見として承ります。

中込 アンケート

参加者が少なすぎる。市民の関心がないのか？
議会報告（だより）が関心を持たれていなので
は。ＰＲの仕方を考えてほしい。

参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

中込 アンケート

参加市民をどんな手を使っても増やすのが、こう
いうイベントに必要なこと。

参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

中込 アンケート

出席者少ないので、多数出席のＰＲ方法を積極
的に取り扱ってほしい。貴重な時間のため、出
席参加への働きを！

参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

野沢 アンケート

議会報告は、内容を知らない人にも分かる説明
が必要。（むずかしいが…）

よりわかりやすく説明ができるよう努めてまいり
ます。

野沢 アンケート

報告書の内容が薄い。 限られた時間内で説明するため、極力要点をま
とめております。
分かりやすい説明を心がけてまいります。
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野沢 アンケート

夜7時より前なら参加者が増えると思う。 これまでの経緯からも、この時間帯（午後７時開
催）が最もよいと判断してまいりました。
参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

野沢 アンケート

年間３回位の意見交換会が必要だと思う。 現状においては、年１回が精一杯ですが、貴重
なご意見として承り、今後検討させていただきま
す。

野沢 アンケート

出席者増にもっと努力してもらいたい。 参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

野沢 アンケート

議会報告については、議会だより等の広報で知
ることが出来ているので、地域での課題を吸い
上げる（要望等）ような内容のほうが良いと思う。
地域の課題については、地域の代表で議員が
聞いてくれているものもあるので、各議員が地域
に目を配ってもらえればと思う。

貴重なご意見として承ります。

野沢 アンケート

議員への期待が大きいことがよくあらわれてい
ると思う。（それに応えられるように！）一人ひと
りの議員さんに、元気に勇気をもって活動してほ
しい。

貴重なご意見として承ります。

野沢 アンケート

この企画が、時間をかけても充実、定着すること
を祈る。住民の参加と品格が要求されていると
思われる。

貴重なご意見として承ります。

臼田 アンケート

・年間４回の「議会と語ろう会」の開催を 貴重なご意見として承ります。

臼田 アンケート

・定期的な「議会と語ろう会」は、市民にとって市
政や議会を知るうえで大切な機会である。議員
の皆さんには、今後も引き続き開催を希望す
る。可能なら年１回を２回の検討をしてほしい。

貴重なご意見として承ります。

臼田 アンケート

会場ごとに、その地域の問題や展望など身近な
事も、入れていただけると良いのでは。今日の
会そのものは、大変充実していたと思う。

後半の「意見交換の部」は、自由に討議できる
場ですので、地域の課題等も積極的にお出しい
ただければと思います。

臼田 アンケート

臼田地区（地区特有の）の問題点を取り上げる
コーナーも設けていただけたらと思う。

後半の「意見交換の部」は、自由に討議できる
場ですので、地域の課題等も積極的にお出しい
ただければと思います。

臼田 アンケート

年２～３回開いてほしい。有意義な会だった。 現状においては、年１回が精一杯ですが、貴重
なご意見として承り、今後検討させていただきま
す。

浅間 アンケート

参加者全員の顔が見えるような会場配置にして
いただければと思う。

貴重なご意見として承ります。
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浅間 アンケート

・議員の発言《議員の個人的見解も求められれ
ば述べて良い》と申し合わせてもらいたい。これ
がないと議会報告・意見交換会の意義が失われ
てしまう。

原則として、議員個人や会派の見解等は述べな
いものとしておりますが、今回より、「ただし、意
見交換会の部において、参加者から求めがあっ
た場合は、運営責任者の了解を得て、これらを
述べることができる。この場合において、発言に
ついて議員個人の見解等である旨を明示すると
ともに、運営責任者の指示に従わなければなら
ない。」という申し合わせをもって運営させていた
だきました。

東 アンケート

・報告は資料で分かった。議会だよりでも理解し
た上で今回の報告は分かりやすかった。
・意見交換を多くとってもらい良かった。（６０分）

貴重なご意見として承ります。

東 アンケート

議員個々が、どのような事項を実施したかを発
表出来ることを望む。

当会は、議員個人の活動を発表する場ではあり
ません。ご理解のほどをお願いいたします。

東 アンケート

今回３回目ですが、前回、前々回の意見で実現
したものがあったか、報告すべき。ただ意見を聞
くだけのものになってしまう。

今回は、広報広聴特別委員会の報告において、
かねてより要望が多かった「インターネット中継
導入」について、前進が見られた旨のご報告をさ
せていただきました。
今後においても、各委員会において取り上げ、
一部実現化に向けての検討も始まっておりま
す。

東 アンケート

区長さんや、副区長の方の出席が多く、一般の
方の出席が少ない気がした。期待する事と言わ
れても、身近な問題の解決や、特定事業につい
ての取り組み等、幅が広すぎるように思う。議会
のあり方や議員の役割について、絞ってみても
良いと思う。

貴重なご意見として承ります。

望月 アンケート

報告、意見交換だけでなく、どのように要望を出
したらよいか分からない人も多いので、議員にも
取り上げてもらい、議会、役所に進言してもらい
たい。
自由な意見交換がしにくい。車座会談にしたらよ
いのでは。

自由な意見交換の場（雰囲気）をつくれるよう、
努力してまいります。

望月 アンケート

意見交換会をやっても前に出る（前進する）こと
のできない会であり、どんな少しでも要望に応え
る話があるといいと思う。

皆さんからいただいた貴重な意見は、各委員会
において取り上げ、一部実現化に向けての検討
も始まっております。

望月 アンケート

昨年の意見交換会に出された意見について、ど
のように議会として対応したかという経過報告を
説明すべきでは？

貴重なご意見として承ります。

望月 アンケート

司会進行がとても良かった。
説明はなるべく勉強をして、短く、分かりやすい
説明をしてほしい。

貴重なご意見として承ります。

浅科 アンケート

もう少し議会用語を少なくしていただき、皆に分
かるような説明を。（活字も）

貴重なご意見として承ります。
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浅科 アンケート

もう少し人数が多いとよいと思う。 参加者数を増やすための方策について、今後検
討してまいります。

浅科 アンケート

議会報告は良かったと思う。しかし、その後審査
での意見をまもっていただくよう行政に反映して
ほしい。

貴重なご意見として承ります。
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