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会 議 名 議会改革特別委員会 

開閉日時 平成２４年 ４月２３日（月） 

 午前１０時００分～午後０時０７分 

会  場 委員会室        

 

１．出席者 

１番 磯 田 義 弘、  ２番 黒 川 美 克、    ６番 幸 前 信 雄、 

９番 北 川 広 人、１２番 内 藤 とし子、１３番 磯 貝 正 隆、 

１４番 内 藤 皓 嗣、１６番 小野田由紀子 

   オブザーバー 議 長、副議長 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   柳沢英希、浅岡保夫、柴田耕一、杉浦辰夫、鷲見宗重、小嶋克文  

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項 

 １ 特別委員会第１２回の検討結果について 

２ 議会報告会事前リハーサル（通し）の実施について 

３ その他 

 

７．会議経過 
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委員長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてでありますが、本件に

ついて、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の幸前信雄委員を指名いたします。  

 

議 題 

１ 特別委員会第１２回の検討結果について 

委員長 過日、検討結果についてを配布させていただきましたが、お目通しを

いただいていると思います。何か御意見等がございましたら、お願いいたしま

す。大変申し訳ないんですけども、当日、話のなかったことが決定事項のよう

に載せている部分が一部ございますが、そこのところは、また後で説明させて

いただきますけども、お昼の弁当の件だとかね、あの辺の件はこの委員会の中

で出ていなかったんですけども、忘れるといけないので、ここに書かせていた

だきました。それでは、御意見等、よろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

 

２ 議会報告会事前リハーサル（通し）の実施について 

委員長 本日は、お手元に配布してあります、過日、御決定をいただきました、

式次第の３委員会報告について、順次、各委員会から本番用の報告リハーサル

を行いたいと思います。その前に、お手元にも配布してあると思いますが、見

ていただきまして、これは仮ですけれども、そこに看板がつくってあります。

この文章はその看板に載っています、高浜市議会議会報告会という看板を、内
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藤皓嗣委員が、しっかりとつくっていただきましたので、それと、立て看板と

会場入り口用の看板ですね、時計の下に貼ってありますのが、当日の式次第で

す。前に張り出すのと会場の後のほうの左右ぐらいに貼るような形をとりたい

と思っています。このような形にさせていただきました。よろしいですかね。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、スクリーンを出していただきまして。開会挨拶、議長挨拶

のリハーサルは、よろしいですかね。やります。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、委員会報告のリハーサルということで、進めさせていただ

きます。当日は、パソコン、プロジェクター等、それから現地を見ていいただ

くとわかるんですけれども、このスクリーンも持っていかないと、要は、後ろ

壁がスクリーンになるんですね、あそこの会場は。そうすると、非常に観客席

から遠くなるものですから、司会台で委員会報告をやっていただくという形に

なります。ですから、これを我々の席の前にスクリーンを出して報告をすると

いう形になりますので、よろしくお願いします。後で、レイアウトで御説明を

させていただきますけども。 

 

 （機器準備中） 

 

委員長 きょうは、こちらの席で、そのまま、やらせていただきますので。 

それでは、始めさせていただきます。まず、議会改革特別委員会から行わせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 （議会改革特別委員長が、パワーポイントを使用し、当日のリハーサルを行

う。） 
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委員長 以上でございます。 

意（１２） 今の説明の中で、国旗、市旗の議会の始まりとおわりに全員で挨

拶をするというお話が出ましたが、それは、私どもは賛成しておりませんので、

そこの部分は削っていただきたいと思います。 

議長 今の御提案ですけども、過日、行われました各派会議において、大方の

方の御賛成をいただいて、９日だったですか、議会運営委員会は。議会運営委

員会のところで、御決定をいただくことになっています。少し拙速かと思いま

すけども、それを踏まえてということですので、きょうのところは御理解いた

だいて、９日の議会運営委員会で決定させていただきますので、きょうはこう

いう形をとらさせていただいたということで、御理解をいただけたらと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 すみません。内藤とし子委員の御意見。私のほうがちょっと勇み足だ

ったと思いますけども、実は、これを書いている最中に議会改革会議でこうい

うテーマが上がっていましたよね、一番初めのほうに。その件があったもので

すから、ですから、ついでに書いてしまいましたので、申し訳ございません。 

意（１２） 各派会議で、この前、話が出ているので、議会運営委員会で全員

一致できちんと話が出てから、出してほしかったと言うことなんですが、議運

で決まってからということで、まだ、日にちがありますので、その件について

は一応きょうのところはというお話でしたら、一応了解いたします。 

委員長 それぞれ、各委員会報告ごとに御意見をいただいたほうが、多分わか

りやすいと思いますので、今の議会改革特別委員会ということですけども、高

浜市議会の改革の流れという形で、少し前にさかのぼっての御報告とさせてい

ただきましたけども、御意見のある方。 

意（１４） あそこの第１回というのを、この前、回数はやめるとか何とか言

っていたような気がしたんですが、あの辺は、もしやめるのであれば、替えた

ほうがいいかと思います。それから、これが最後になるかもしれませんが、タ

イトルのところ、表面だけは何か統一したほうがいいのか、それぞれの委員会

で、委員長がつくっているものだから自由でいいのか、それも後で検討してい
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ただきたいと思います。 

委員長 一番始めのページということですね。 

意（１４） これの絵を揃えるか、ということですね。 

議長 確か、知立でも手話の方が入っていたような気がしたんですが、どうだ

ったですかね、第１回のときは手話者がみえたような気がしたんですが、もし

そういう方をお願いするのであれば、今の北川委員長の報告の会話スピードだ

と、少し速すぎる。若干、遅めでもいいのではないか。特に手話を入れるので

あれば、かなり遅めで会話しないと、手話者が手話に応じられないのかなとい

う気がするんですが。導入しなければ、いいことですけど、若干ちょっと会話

が速いかなという気がいたしました。だから、今、手話者を採用するかどうか、

ちょっと御検討いただければと、これは全般的なことだと思いますが。 

委員長 それでは、手話の方を入れるかどうするかということを、先に御検討

させていただきますけれども、どのようにいたしましょうか。 

意（６） 質問ですけれど、当てがあるんですか。誰か、お願いしてくるの。 

 

 委員間で、手話通訳者の当てについて調整 

 

議長 今の手話のボランティアがあると思いますので、もしここで決定するな

ら、そこへ御依頼して、専門的な用語があるなら、それを一つ前もって専門用

語はこういうことですよということの説明をする必要があるかなと思いますし。

とりあえずそこでまず入れるか入れないかを、後検討をされたほうがどうかな

と思いますが。 

委員長 どのようにいたしましょうか。 

意（１６） 今、どの場面でも、どういったそういう講演会でも手話というの

は当たり前な時代になっておりますので、よく気が付かれたかなと思います。

賛成です。 

意（１） 導入には私も基本的には賛成なんですが、手話を導入しますと、時

間的な関係で、専門的な言葉は一語一語の表現になると思いますので、その時

間的なボリュームですね、関係がちょっと心配ですと。 



 7 

意（６） 手話の方というのは、御意見はわかるんですけども、お手元資料も

配るんですから、そちらでわかるようにするほうがいいのかなと思うんですよ。

逆に言うと、あれもこれもと、どんどんふやすと負担というか、そちらのほう

の調整も入ってまいりますから、１回目は、逆に言うとそういう方が見えてる

かどうかという話もございますし、その辺の内容、反響を見てからでも遅くは

ないのかなという気がしますけども。 

委員長 他に、御意見ございますか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 当日の会場を思い浮かべていただくと、フルフラットなんですよね、

前から後ろまで。舞台があるわけではないものですから、そうしますと、非常

に手話の方をもしお願いするんであれば、そこの方が見える席を特別席で準備

するだとか、そういったことも必要になってくるということも検討に加えてい

かなければいけないのかなという気もいたしますけども。その辺を踏まえて御

意見ある方、いらっしゃいます。 

意（１４） 報告の内容そのものは資料でわかりますよね、聾啞者の方でも。

後、普通の進行上の、司会者が何を言っているのかとか。そういうことがわか

らないんだろうと思うんですけど、それだとすると専門的ではないものですか

ら、時間的な問題ないかもしれない。内容的なことは見ながらでも、この資料

を見ながらでも聞こえなくても、何を語られているか、説明しているかはわか

るとは思いますけどね。その辺、何か心配したことはないかもしれないけれど、

僕も最初では、あったほうがいいと言えば誰でもそう思われるけれども、とり

あえず、ちょっと１回やってみて、やはりそういうのも必要かなという、一拍

おいてもいいのかなという、最初はそういうふうに印象としてはあったんです

けどね。だけど、あっても別に、あってはいけないということはないし、より

いいことですから、その辺は、皆で判断するのか、委員長が判断するのか、私

はどちらでもいいと思います。 

委員長 ちょっと、予算的な部分もよくわからないんですけども、どちらにし
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ても、かかった費用は按分して政務調査費で処理するということは、御了承は

いただいておりますので、一度ですね、議長の方でお願いできるところがある

のであれば、お願いしても、だめだよという話であれば、もとからだめな話に

なりますので、一度聞いていただいて、例えば、そういう会場なら、二人ぐら

いいるのではないかとかいう話も、もしあるようであれば、その辺もそちらの

ほうの御意見を伺ったほうが逆に言うとわかりやすいのかもせれませんので、

後、費用的な部分も含めてですね、一度、伺っていただけないかなと。それで、

もし可能だということであれば、手話の方をお願いするという御了承だけここ

でいただければ、ありがたいと思いますけども、万が一、都合がつかないとか

いうことであれば、今から無理に探すというのもなかなか難しいかもしれませ

んので、そのときには、今回はちょっと御勘弁いただくということでさせてい

ただければと思いますけども、よろしいですかね。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 小野田さん、よろしいですか。 

意（１６） はい。 

委員長 はい、わかりました。それでは、そのようにさせていただきます。ち

なみに、今、時間計ってもらえました。 

事務局長 ７分３０秒。 

委員長 本当。もう少しゆっくりやってもいいんだね。わかりました、それで

は、他に御意見ございますかね。 

意（１３） 当日は、このパワーポイントの切り換えは、どなたかにおやりい

ただいたほうが。しゃべられる御本人がね、こうやっていてはという話もあり

ますのでね。ちょっと遅れたり、速くなったりということもあるかもしれませ

んけれど、そのほうのがいいのかなとは思いますけど。どなたかお決めいただ

ければいいと思いますけど。 

委員長 きょう、レイアウトの図を配らせていただいていると思いますけども、

見ていただきまして、ここに司会者席とありますよね、右のところに。この司
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会者席に、こういう演台を、小さい司会者用の演台を準備します。そちらの方

に出てきていただいて、各委員長さん、報告者の方が報告をしていただくとい

う形を取りたいと思います。そうでないと、タイトル看板というところにスク

リーンになってしまうとですね、非常に遠くなりますので、そういった形をと

らせていただきますので、このような形で御理解いただければと。ですから、

パソコンの操作に関しましては、どなたか役割分担をふやしていただくという

ことで、結局、各委員会でやるということよりも、パソコン操作を一人決めた

ほうが、逆にいいのかなと思いますので、それぞれの委員会のものを立ち上げ

ていかなければいけないものですから、ですから、各委員長さんのほうに、き

ょうの部分で見ていただいて。 

意（１３） 委員長取り決めというよりも、発表される方がね、原稿を間違え

なく読まれると思います。そうしたら、見ながらこれは操作できないので、今、

言ったことのほうが、いいんではないかなと思います。 

委員長 それでは、各委員会で決めていただければと思いますので、各委員会

ごとでね。そうでないと、一人の方を決めようと思いましたけども、要は変え

るタイミングというのは、やはり委員会の方で、委員長と報告者と話し合って

いただいたほうのがいいのかなと思いますので、一人決めてしまうとその方の

負担率が非常に高くなりますから、各委員会の方でお任せいたしますので、例

えば、報告者の方が変えるなら変えてもいいですし、どなたかを御指名いただ

いて操作をするというのであればそれでもかまわないということで、進めてい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

副議長 この会場、配置図の案にあります、パソコンのところに座って、変え

るという、そういうことですよね。 

委員長 そうですね。 

副議長 パソコンと書いてあるけどそこでなくても、いいわけ。自席で変わる

の。 

 

 副議長に答える委員の発声するものあり。 
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副議長 自席で変わるわけね。後ろからでもね。 

委員長 とにかく、何が起こってもいけないものですから、パソコンの前に座

っていただきます。 

副議長 パソコンの前ね。今、７分半ぐらいだったと思いますけども、おおむ

ね報告は１０分ぐらいで、質疑は５分ぐらいで切ってしまうということですか。

勿論、なければ。 

 

 「１委員会で」と発声するものあり。 

 

副議長 １委員会で、１０分ぐらいでしょう。質疑は、まとめてやるのではな

いでしょう。委員会報告ごとでしょう。確か、そのように書いてあったと思い

ますけども、そういうふうでよろしいですか。 

委員長 質疑は、各委員会報告が終わったごとに。 

副議長 そういうことですね。おおむね、５分ぐらい。 

委員長 そうですね、それぐらい、５分ぐらいですね。 

副議長 はい。 

委員長 それでは、よろしいですか。中身について、よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、次の総務建設委員会の報告をお願いいたします。 

 

 （総務建設委員長が、パワーポイントを使用し、当日のリハーサルを行う。） 

 

委員長 先ほどの話ではありませんが、もし手話の方をお願いするということ

になれば、当然、読み原稿を事前にお渡ししたほうがいいのかなという気がし

ますので、それも踏まえて発表者の方は、事前準備をしていただければという

ふうに思います。それでは、今、総務建設委員会の報告について、御意見等ご

ざいましたら。 
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意（１４） 私、つくっていて疑問というか、いいのかなと思ったのは、知立

のときもありましたけども、この中で、議会の中どういう質問があったとか、

どういう意見があったとかという、そういうことが出してないんですけども、

その辺が本来入るのかなと思いながら、自分でつくっていたんですけども。な

かなか、今回の場合は、あまり質疑、あったことはあったんですけど、この中

に加えていくべきかどうか、結果だけをお知らせするのか、その課程をやはり

表現していくのかなということをちょっと思ったんですけど、その辺を、皆さ

んの御意見をお聞きしたいと思います。 

委員長 今、内藤皓嗣委員のほうからありました、質疑の内容、要は、どのよ

うな議論がなされたのかという過程の部分ですね。そちらのほうを入れて行く

のかどうなのかというお話がございましたけども、それにつきまして何か御意

見ございますか。 

意（６） 私のほうは逆に、その意見と自由討論までやっていますので、それ

が中心かなと思ってつくらせていただいたんですよ。基本的に、ちょっと失礼

な言い方をすると、行政の報告になってしまっていると思うんですよ。ただ、

みていて、全員賛成で可決されているので、逆に言うとそういう報告になるの

かなという気がします。全員賛成になってしまっているから。意見が割れたと

ころで、どういう議論したというのがやはり本来の議会報告会でやるべき話な

のかなというふうには感じるんですけど、みているとそれもなかったようです

し、全員ですよね。 

意（１４） 全員と、それから、やはり条例改正とかはそういうことなので。

なかなかね、おもしろくないと言ってはいけないが、結果だけをお知らせする

というようなことになってしまうのかなと。 

委員長 基本的に、このパワーポイントにしても手元資料にしても、その中身

ですね。報告会で報告する中身に関しては、各委員会さんのほうにお任せをし

ておりますので、委員会の中でどういう議論がされたのかということは把握し

ておりませんけれども、基本的には、市民のために議会報告会をやるというこ

とですから、我々が自分たちのつくった議会基本条例のために報告会をやるわ

けではないというところが、しっかり市民のほうに伝わらなければならないと
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いうことを一つ思います。例えば、条例議案にしてもそうですけども、市民の

方々にどのような影響があるのかとか、あるいは、これがこう変わればこうい

うふうに生活、学校が変わりますよとかいうような部分があったりだとかとい

うことは非常にわかりやすいんですけども、そうではないものも多々あるんで

すよね、議案の中には。そういう部分は、これを毎回、例えば、議会改革委員

会の中に持ち上げて、どうしましょうという話では全然進んで行かないもので

すから、やはりこれは各委員長さんを中心にですね、委員会の中でしっかりと

練っていただければというふうに思いますので。まだまだ時間はあります。手

直しも可能かと思います。おおむね、ページ数でいうと１０ページぐらいのペ

ージ。パワーポイントでいうと１０ページぐらいのページ、それから、時間で

言えば１０分ということをお守りいただければ内容がどういうふうになろうと

も、まだ構いませんので、もう一度各委員会のほうへ持ち帰っていただいて、

話をしていただければというふうに思いますけども、そのような形でよろしい

ですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 そうでないと、ではこういうスタイルにしましょうとここで決めなけ

ればいけないんですよね。そうすると付託の案件によっては、そのスタイルが

取れない場合があったりとか、揃えるところが非常に難しい場面というのは想

定できるものですから、やはりこれ各委員会のほうでやっていただいたほうの

がいいのかなというふうに思いますけども、よろしいでしょうか。よろしいで

しょうか、委員長さん。 

意（１４） そのときのその定例会の議案の内容によって、こう対応の仕方が

変わってくるような気がしますね。それはしょうがないですね。委員会でもむ

しかないのかな。だけどもんでなおかつその他の委員会の方々とかね、からの

意見もやはりこう第三者としてね、どうしても委員会だけでやっていると、そ

の固まってしまう可能性もありますので、意見は聞いてもいいのかなという、

そこで結論を出すというふうではなく参考意見としてね、聞いてもいいのかな



 13 

というふうには思います。 

意（６） 今回の３月というのは、補正が対象で外れてしまいましたよね。市

民に近いところとは、やはり予算があって、こういうところでこういうふうに

変わるんだというところが、やはり一番知りたいところというか、先ほど内藤

皓嗣さんが言われたように、その条例の改正というのはなかなか市民にぴんと

こないところ、知立さんの１回目聞いたときも、ほとんどどの委員会も見てい

ても、補正の内容を説明されているんですよ。だから市民に近いところで、直

接どういう影響与えるかというところのインパクトは、やはりそちらのほうに

移ってしまうので、そういう面でいうとこの３月の定例会事態が特異な議会に

なっているのかなという気がしますので、今回はいたしかたないような気がし

ますけども。 

意（１４） 前のときに、私が事業のシートをつくってきたんですけどね、あ

れを予算特別委員会は、できたんですけど総務でやるときは事業でも何でもな

いものですから、シートのつくりようがなくなってしまって、結局こういう形

になったんですけど、何ていうかね、やはり、事業が何か具体的な事業がある

と説明しやすいというか訴えやすいですけど事業ではないことはなかなか表現

が難しいというか、というふうに感じましたですね。 

委員長 それでは、他に御意見、これを言っておきたいということがございま

したら。 

意（１２） 委員会でもむということでいいと思うんですが、先ほど言われた

質問や当局の答弁ですね、そこの部分ここで見ますと、総務建設委員会のこの

質疑、討議の答弁のところにもありますけども、例えば、１番、３番、５番な

んていうのはちょっと答弁が書いてありますが、こういうのをちょっと足して

こういう答弁があったということで報告の中に足しておけばいいのではないか

なという、それをしないと、みんな、すべて、この議案の説明ばかりになって

しまうものですから、そういうのがちょっと足らなかった関係もあって・・・ 

意（１４） わかりました。この表紙のところでやるとうまく・・・ 

委員長 はい。それでは、よろしいですか。後は、これコピーは全部字が消え

てしまっているので・・・ 
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意（１４） 色がね。 

委員長 色が。 

意（１４） 色を変えなければいけない。 

委員長 それを、ぜひお願いします。それでは、総務建設委員会のほうはこれ

で終わらせていただきますので、もう一度委員会のほうで練っていただければ

と思います。続きまして、福祉文教委員会の報告のほうをよろしくお願いいた

します。 

 

 （福祉文教委員長が、パワーポイントを使用し、当日のリハーサルを行う。） 

 

委員長 それでは、この福祉文教委員会の報告につきまして、御意見のあるか

たいらっしゃいましたら。 

意（１６） かなりインパクトがありまして、議会側の活発に議論をしていろ

いろ頑張っているんだなというか、そういう面がちょっと受け止められていい

のではないかなと思いましたけれども。 

副議長 今、小野田委員が言われたのですとね、自由討議のところに入ってい

くところが、もう少しインパクト入れたほうがいいのではないですか。さらっ

と議会改革、何か先ほど説明がありましたぐらいでさらっと言ってしまいまし

たけれど、議会改革の中で取り組んだ一つとして、自由討議がありますが、こ

こで自由討議を一つというのが、何か言ったほうがいいのでは。 

意（６） 逆にいうと、自由討議の説明を入れたほうがいいのかなという気が

するんですけども、自由討議の趣旨自体が、自由討議を始めましたという議会

改革。多分、それ以上の説明していると時間をとってしまうと思うんですけど

も、自由討議をやって本来の私の自由討議の趣旨を考えると、従来でいうと討

論で一方通行でやっていたのを少しでも仲間をふやして、自分たちの意見に近

づけようということで自由討議始めているものですから、そういう趣旨のこと

をしゃべらせてもらって入ったほうがいいのかなと、基本的にはそういうふう

には感じるんですけど、そういう形でよろしいですかね。 

委員長 他に、よろしいですかね。 
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 意 見 な し 

 

委員長 それではですね、福祉文教委員会のほうもですね、まだ時間がありま

すので、委員会の中でまた議論していただく等しまして、より一層練った形に

していただければと思います。今、御意見があったようにですね、自由討議と

か本会議場での討論等の意見も踏まえた形でやっていただくと中身というのが

こう出やすくなるものですから、そこのところも、委員会の報告ですけども、

委員会の報告を委員長さん等がやっていただいているわけですけども、基本的

には議会報告ですから、３月定例会の委員会では出なかったけれども、例えば、

本会議でこういう討論があったとかというものは、この報告の中に入れ込んで

いただいて結構かと思うんですよね。そうすることによって、結構、中身の厚

い報告になるのかなという気がいたしますので、今後も含めてですけども、自

由討議とか本会議の討論、そういったもの、後は総括質疑ですとかね、委員会

内で発せられていないことでも委員会の付託先がたまたまその委員会だという

ことでの報告で考えていただければいいかと思いますので、ぜひそのような形

で進めていただければと思います。それでは、続きまして、予算特別委員会の

報告をお願いいたします。 

 

 （予算特別副委員長が、パワーポイントを使用し、当日のリハーサルを行う。） 

 

委員長 それでは、予算特別委員会の報告に対しまして、御意見等ございまし

たら。 

意（１２） たいしたことではないんですが、この資料の一番最初、一般会計

１３３億７，０００万円と確か言われたんですが、７，０００万円となってい

るのか、７００万円ですので、もし原稿が違っていましたら・・・ 

意（１６） ７００万円になっています。 

意（１３） はい、わかりました。 

委員長 よろしいですかね。 
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 意 見 な し 

 

委員長 私のほうから一つよろしいですか。グラフは、これどこかからの流用

ですか。 

意（１４） 当局から資料いただいて、それをグラフに。 

委員長 ちょっとグラフのもの、どこでもいいから一つ出していただいて。色

目がね、どうなのかなと。 

意（１４） 色目がね・・・、もともとある色が。 

委員長 技術的な問題。 

意（１４） どうやって変えるのかわからない。 

委員長 ちょっと。 

意（１４） 緑と紫はいいんだけど、その後がね、黄色にしたいとか・・・ 

委員長 わからない。 

意（１４） やり方が。 

委員長 もし、変えられるのであれば、例えば、これだと一番下のね、０．０

３０いくつの数字というのは、あるのかないのかわからないものですから。だ

から、色の問題で、何とか見やすくなるのであれば、少し工夫をしていただけ

ればと。 

意（１４） あの３色までが指定されていたんですよ。その後はグレーみたい

な色ですね。 

委員長 それでは、すみません、他に御意見ございますか。 

副議長 最初のページのところを、名前が違っていると思いますので、それだ

け直して。それだけだと思いますけどね。 

意（１４） 黒川さんの。 

副議長 はい。副委員長がしゃべったのは合っていますよ。しゃべったのは合

っているけれど、字が違っている。 

委員長 とにかく画面に出すもの、手資料で配るものに関しましては、もう一

度しっかり見直していただきまして、お願いします。一つ皆さん方に、お諮り
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したいんですけども。今、総務建設と予算特別委員会は、内藤皓嗣さんがおつ

くりになったものですからあれですけど、委員会のメンバーの名前をできれば

出せないかなというのを思うんですよね。それで出していただければ、全員の

お名前が出るわけですので、というのは当日ですね、レイアウト図を見ていた

だければわかるように、それぞれの方々の、例えば、名札とか何かは、ほとん

ど意味がないんですよね。後ろからも見えないし。それから役割分担は後で発

表しますけども、例えば、カメラで写真を撮ってもらったり、マイクを持って

走ってもらったりだとかという方や何かみえますと、全員の方を一度に紹介す

る場面もないんです。受付もですね、多分、始まってからしばらくは受付業務

をやっていただかなければいけないと、来る方がいる限りは受付にいていただ

かなければいけない場面が想定できますので、ですからできれば、この画面で

出していただければ、ありがたいかなという気がするんですけども、そのとこ

ろいかがでしょうかね、それともお一人ずつ顔を見せなければいけないという

ことであれば、どこかで紹介する場面もつくりますけども。今、言ったように

役割分担の部分があるので・・・。 

意（１４） すみませんね、言葉を遮って。委員長、言われたように、最初に

私も言いましたけど、この最初の画面は何か統一して、後は自由というか、そ

れぞれの委員長さんの考え方や委員会の考え方があるからいいけど、何か一つ

だけでも統一したものがあったほうが何か見た人としては見やすいのではない

かなという気がしますので、どういうやり方でもいいので、統一案をつくって

いただきたいと思います。できれば、せめて今回だけでも。次回からは、また

いろんな意見が出てくるかも知れませんけども。 

委員長 それでは、各委員会の報告の始めのページを揃えるということで、し

ますか、よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいですか、皆さん。それで、委員会の構成表も付けると、要は

メンバー表というか、それでよろしいですか。 
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 意 見 な し 

 

委員長 それでは、各委員会のトップページを揃えて委員の方々のお名前を全

部出すということにさせていただきます。 

副議長 配布する資料は、今、大体こう見させてもらいましたけども、裏刷り

もされますか、それとも片面だけでいきますか。福祉文教委員会のほうが、こ

れで頭付けると３ページなってしまうが。 

意（６） いや、多分、２ページ。 

副議長 ２ページだね、と１枚裏刷りするわけだね。他のところは片面だけだ

ったら、福祉文教委員会のほうの１ページ目の下のほうに裏面に続くとか、入

れておいていただけるといいのかなと、そんなふうに思います。それから、今

度、司会のほうの立場ですと、委員長言われたように、一人一人の議員さんの

紹介はしないというような方向ですので、それぞれの役割を皆やってもらって、

ここに全員おりますというような紹介の仕方でいいのかなと思いますけども、

配布した資料については、ざっくりと、先回のときにアンケートの部分につい

ては書いてくれというようなことをＰＲしてくれというような話がありました

けども、それは当然やるつもりでいますけども、配布した資料の確認はざっく

りぐらいでよろしいですかね。それとも、する必要はない、ちゃんと間違えな

く配布しているのでそれでいいと、何がと言って言われると議会だよりの「ぴ

いぷる」を配布すると思いますので、細かい部分については、５月１日の広報

と一緒に配布させていただいてる、議会だよりも配布させていただいてますの

で、その中でも確認していただけると幸いですというようなことを入れたほう

がいいのかどうかということでございます。 

委員長 今、副議長、司会ということでの御意見ですけども、一つは配布資料

を一つにまとめてしまうのか、各委員会ごとに分けるのかというのもあるんで

すよね。結局、例えば、もし一つにまとめるのであれば、通し番号で上から順

に打たなければならないということもありますし、バラバラにすると、資料が

もれる可能性も多々あるんで、今度は要は司会者のほうからですね、資料の確
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認ということをちょっと細かにやってもらわなければいけないのかなというこ

とも発生するのかなという気がしますけども、そこのところはどういたしまし

ょうか。 

意（１３） 当然ですね、留めようが留めまいが、やはり資料の確認はお願い

したいと思います。ですから、その前にしっかりと例えば「ぴいぷる」も含め

てね、とにかく全部を確認して、皆で作業してつくって、それをまた司会者の

ほうで、現場で御確認をいただくということでどうでしょうか。 

委員長 それでは、どうします。枚数を減らすという単純な意味合いで両面刷

りという考え方でいくのか、見やすさを求めて一枚刷りでいくのか、どうしま

すかね。それから、これのパワーポイントの、例えば、議会報告の場合は１ペ

ージに２ページ分と、それで他のところは、例えば、１ページに３ページ分と

いうことで大分字の大きさが変わってきますよね。この辺のところも、何です

かね、枚数がふえることよりも、やはり見やすさということを考えていくとで

すね、画面はですね、本当に前の方しかほとんど見えないと思うんですよ。や

っても意味がないとはいいませんけど、そこのところはどうでしょうか。 

意（１２） この総務建設委員会の右側に枠があるんですけど、これは。 

意（１４） 小野田さんに差し上げたものは、２ページ、２枚になっておりま

して、後で、枚数を減らそうと思って、３枚をわざわざエクセルのほうに写し

替えたんですよ。あれは自動的に配布資料というところで、２ページとか、３

ページとか、４ページとか、６ページとか選べるんですけど、あれでよければ、

あれのほうが見やすいかもしれませんね。わざわざこんなにつくって、３ペー

ジにするのは見にくいかもしれませんね。 

委員長 幸前さんのところも、こういうふうに出せるんですか。 

意（６）ページがふえてしまうものですから、だから、配布資料は、文言は全

部一緒なんですよ。グラフだけ余分にパワーポイントに入れましたけども。そ

れから、配布資料って、分厚いこんな紙を配りたくなかったんで、逆にいうと、

両面刷りで１枚に全部収めた。 

委員長 ですから、例えば、これも委員会で話し合っていただきたいんですけ

ども、全部、パワーポイントで出すものを手資料で配らなければいけないとい



 20 

うことではないんですよね。あくまで、これはこういうふうですよと、要は、

言葉で言ってわかるようなものは、あえて手配りする資料には入れないという

のも一つの方法なんですけども、それも含めてですね、何ていうかな、見やす

い見にくいもありますけども、そこのところ議長さんどうですかね、資料のほ

うは。 

議長 私は、パワーポイントの２枚のものを裏表がどうかなという案を持って

いますけども。これでいいますと、議会改革特別委員会の報告書、若干もう少

し大きくならないの。この枠に。 

委員長 それは、自動的に入れてきてしまうんです。 

意（６） 自動とすると、エクセルに貼り付けるようにできるんです。 

意（１４） エクセルならできる。 

議長 ソフトを変えれば。 

意（１４） ３ページでなくてもできてしまう。 

議長 裏表のこういう形のほうが見やすいかなと、要するに、こうやってやれ

ば、透けて見えて読みにくいかもしれないけども、下で見えれば、多少透けて

見えても読めないとか、読みにくいというのは多少あるかと思いますけど、読

めないということはないと思いますので、枚数を減らすということと、裏表の

ほうが見やすいのかなという気がしますけども。 

委員長 それでは、裏表でするということで、基本的には何とかパワーポイン

トの画面でいうと２ページ分を１枚に収めるような形に近づけてやっていただ

きたいと、なおかつ、できればもう少しこの画面を大きくしてということで、

よろしいですかね。御努力いただくということで、よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 他に、御意見よろしいですか。 

議長 本当に御苦労さまです。ただですね、当日、ひょっとしてというアクシ

デントもなきにしもあらず、パワーポイントが使えないとか、スクリーンが使

えないとかいうときのことも考えて、読み手の方は、ある程度原稿で、仮にパ
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ワーポイントがなくても説明ができるような、説明原稿にお願いできないだろ

うか。もしそういう不測の事態に立った場合ですね。その原稿でわかりやすく

できるような原稿にしてもらえれば、ありがたいかなとは思っております。 

委員長 ということですので、そこの部分も含めて、御検討を再度、委員会の

ほうでやっていただくということで、よろしくお願いいたします。 

副議長 すみません、何回も。報告する資料は、結果的には、一つに綴じてし

まうという形になります。ですね。報告する順番に。それで、後は議会だより

の「ぴいぷる」とアンケート用紙と、３点ということですね。 

委員長 そうですね、基本的にはそういうことですね。 

副議長 はい。 

意（６） 先ほど、なかった場合というお話をされていましたけども、パワー

ポイントの資料に全部ページ数を振ってもらうような形で対応すれば、資料の

何ページということがわかりますので、これ複数打つと何ページが合わないの

で、パワーポイントの資料自体に何分の何ページの説明しているということが

振ってあれば、どこの説明入りますということは進めていけると思いますので。 

議長 そういうふうに、理解すれば。 

意（６） 多分そういうふうに対応すれば、いいのかなというふうに思います。 

議長 やっていけないということがあってはね、いいかと。今言ったように、

これがないということにした場合でも。何ページの何番の説明をするとかです

ね、そういうような説明をしていただければ、理解しやすくてありがたいかな

と思います。 

委員長 それでは、後は先ほど言ったように、パソコンの取り扱いを各委員会

の中でお決めていただいて、多分そのスクリーンが発表者より後ろにくるよう

なことが想定されますので、後ろか横かぐらいですから、位置的に。ですから

発表者が操作するというのは結構難しいのかなという、気がしないでもないで

す。どういうふうでもいいで、それも委員会のほうで決めていただければと思

います。それでは、２番目の議題にあります、議会報告会の事前リハーサルに

ついては、よろしいですか。ちなみに、先ほどの予算特別委員会は、何分でし

たか。 
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事務局長 ８分少しです。 

委員長 結構、ゆっくりそうだけどあれだね、時間十分ありますね。 

意（１４） この件に関しての審議の内容について、載せようかどうしようか

と思っていたんですよ。もう一つは、最初の基本方針のところで、北川議員が

総括でやっているんですよね。あれを、一部ほんのちょっと最初に入れたんだ

けど、そうしたら言葉で言われたから、その辺はどうしようかなと思って、と

りあえず、基本的な予算特別委員会での基本的なやりとりを入れたほうがどう

かなと。そこまでやっていると、ものすごくあれになってしまうから。 

委員長 それは、だから委員会でもんでください。 

 

 

３ その他  

委員長 まず、開催の周知の件で御報告をさせていただきますけども、市の広

報は、既に４月１５日号の裏表紙に掲載をさせていただきました。５月１日号

の掲載は市の担当部局に依頼をしています。市議会だよりは、編集委員会の最

終校正を経て、きょうお配りをしておりますけれども、これですね、この別紙

のように、これは５月１日に市議会だよりが折り込まれるわけですね、市議会

だよりとして。これは裏表紙になるのでしたか、編集委員長。 

副議長 裏表紙です。 

委員長 裏表紙ですね。裏表紙になります。これは、きちんと名前が全部入っ

てますので、出られる方は、名前のある方は当日までの体調管理をしっかりや

っていただいて、休まないようにぜひよろしくお願いいたします。それから、

周知用のチラシでございますけども、このクリーム色のこのタイプのものがも

う既に刷り上がってきております。それで、チラシ担当一覧表もきょうお配り

していると思いますけども、こちらで勝手に割り振りさせていただきました。

それぞれのところに２０枚ほど、すべて置かせていただく交渉から含めてやっ

ていただきたいと。それから週に１、２度足を運んでいただいて、余りにも枚

数が減っている場合は補充をしていただくという作業をそれぞれの担当の方に

お願いをしますので、この担当のところはきちんと面倒を見ていただきたいと
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いうふうに思います、よろしくお願いいたします。それから、まち協、町内会

さまざまな会合等あると思いますけども、そういうところでお配りする分には

構いませんが、枚数には限りがあります。ただ、限りがあるからと言っても、

始まるまでの期間も限りがあります。だから、残しても意味がないんです。次

に使えるものではありませんので、配っていただく分には構いませんけども、

基本的には、自分の講演会に配るというスタイルよりは、それぞれのいろんな

各種団体のところにお願いいただくということを基本としていただきたいと思

いますので、ぜひともそこのところを御理解いただきたいと思います。市の公

式ホームページに関しましては、もう既にアップしておりますので、見ていた

だくと、ちょうどこれが、一番トップページに「Ｎｅｗ」と書いて、高浜市議

会報告会やりますよというのがあります。それをクリックすると、これが出て

くるということになっておりますので、そちらのほうも御紹介をしていただけ

ればと思います。それから、報道機関への情報提供に関しましては、議長から

市の担当部局へ依頼済みでございます。それから、きょうお配りしましたアン

ケート用紙、先だっての委員会の折りに、表面に、「裏面に続きます。」という

のと、それから、裏面には、「ご協力ありがとうございました。」という文言を

入れさせていただきました。それから、当日の会場での役割分担でございます

けども、役割分担の前に、まず、会場配置図を見ていただきまして、これぎり

ぎり一杯の多分形になると思います。こちらにある机が３人掛けの机なんです

よね。３人掛けの机を１６人で使おうとすると、８本並べなければいけないと

いうことになります。そうすると非常な面積を多く取りますので、できれば、

一つの机で４人という形で、資料を置くぐらいのスペースがあるというふうに

御理解をいただければと思いますので、そのような形でお願いします。それか

ら、先ほど一番初めに言いましたように、スクリーンは、こちらのスクリーン

を持っていって、前に出しますので、できるだけ皆さん方に見やすい体制をつ

くっていきたいと思っていますので、そこのところも御理解をいただければと

思います。それから、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと３階フロアーを全部押さえてあります

けども、すべての会議室は、机、椅子があります。皆さん方に御相談なんです

が、ざっとで２００名が、今の状態で２００無理ですね、１５０ぐらいかな、
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１５０ぐらいが入ると思いますけども、机を片付けて椅子をですね、貸出し用

の椅子を入れればもっと入るんですけども、そういう作業をするか、しないか。

今、私が勝手に考えているのは、例えば、Ａ、Ｂと会議室ありますよね、Ａと

Ｂの間に多少空いているところがありますよね、そこへは１階の貸出し用の椅

子を持ってきて、椅子を並べるということはやろうかなと思ってます。だから、

Ａ、Ｂとの間、Ｂ、Ｃとの間はそういうことが可能です。後はＣ、Ｄの間か。

可能です。机をもし片付けるとなると、片付ける場所がありませんので、廊下

に並べるしかないんですよ。要は折りたたんで廊下に積むということしかでき

ませんので、もし片付けるとしても、Ｄの会議室ぐらいかなという気がします。

いかがいたしましょうか。 

副議長 片付けないでやると、結局どんな具合になるの。要は、１５０人ぐら

いは、机があって座れると。ＡとＢの間にいくつ入って、ＢとＣの間にはいく

つ入るのかというところで・・・ 

委員長 概ね２００です、片付けなければ。 

副議長 と言うことは、２００人以上の聞きにきていただける人がいるという

ことを考えると、そのように準備をしなければいけないということになるとい

うことですね。 

意（６） 資料が２００部しか用意していないので、２００人という想定で動

くでいいんではないですか。 

委員長 労力的な問題もありますし、それ以上の方がもしお見えになった場合

には、次回のことを考えてという部分でいいのかなという気がします。それと、

机を全部片付けても椅子は５００はありませんので、どちらにしても。ですか

ら、要は、３００もないかな、せいぜい２５０ぐらいかな、机を例えば片付け

て椅子を入れるにしても、椅子の準備が、多分椅子の数自体がそれぐらいしか

ないと思いますので、それではそのままの状況でやっていくということで、よ

ろしいですか。 

 

 異 議 な し 
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委員長 ただ、１階から３階に椅子を運ぶことだけは、少しでも隙間があると

ころは椅子を並べるということだけは、御理解をいただきたいと思います。そ

れでは、当日の会場での役割分担の発表をさせていただきます。１階入口の案

内係ですね、ピロティーの下ですけども、これは、磯貝議員、柴田議員、３階

会場前で受付でございます。ここは３名を想定していますけども、浅岡議員、

小嶋議員、鷲見議員。マイクですね、会場から御意見をいただくときのマイク

の係でございますけども、２名を考えております。これは、黒川議員、磯田議

員。当日の撮影ですね、カメラで撮っていただく係を、柳沢議員。記録ですけ

ども、当日録音はしますが、要約の部分で構いませんので、記録を取っていた

だきますけども、その係を、杉浦辰夫議員。それから終わった後のアンケート

の回収係ですけど、これは受付３名の方でお願いします。浅岡議員、小嶋議員、

鷲見議員の３名の方でアンケートの回収までよろしくお願いいたします。設営

は全員でございますので、当日１０時に来ていただきまして設営をしっかりや

っていただいて、それからリハーサルに入るということになりますので、よろ

しくお願いいたします。役割分担はそれぐらいだと思いますけども、後はよろ

しいですかね。先ほど言ったように、パソコンの係だとかそういったのは委員

会のほうでお決めいただきますので、ここでは特段発表しません。それから後、

前だけ電気を落とさなければいけないと思うんですけども、あれは司会のほう

のところに多分一番スイッチが、入口側にスイッチがありますので、それは副

議長のほうでやっていただければと思いますので。 

意（１６） 開会、閉会、議長挨拶の場所ですけども、どちらで考えてみえま

すか。私は、司会者席がいいかなと思うんですけど。 

委員長 私が勝手に思っているのは、開会、閉会を司会者席のほうでやるとな

ると、大分、このレイアウトでいうと移動が非常に長いので場所を変えたほう

がいいということだと思うんですけども、私が思ったのは、開会と閉会と議長

の挨拶はセンターで、手持ちマイクでやっていただけないかなと思っているん

ですけども、あの・・・ 

意（６） プロジェクターの電源、誰かが入れたり。ライトアップされていま

すよね。 



 26 

委員長 プロジェクターは、これボール紙でもやっておけばいいものですから。 

 

 委員間で、プロジェクターの取り扱い及び挨拶の立ち位置について調整 

  調整結果 

   プロジェクターの取り扱い：各委員会で決めた担当者が操作 

   挨拶の立ち位置：会場の中央、手持ちマイクにて実施 

 

委員長 それでは、もう一回ですね、当日のことを言いますけども、午前１０

時に議員全員集合していただきまして、会場設営を行います。当日は、ですか

ら、１階から３階へ椅子を運ぶという作業がありますので、１階にいてくださ

い、皆さん、１０時の段階で、よろしいですか。 

意（１２） ＡからＢの間に持っていくという感じですよね。ＡからＢ間って、

ＢのほうをＡほうもかなりここまできているので、Ｂのほうちょっとこうやっ

てやれば、そんなに間は空いてないと思ったんですが。 

委員長 すごく空いてます。 

意（１２） 空いてた。 

意（１４） それは、２メートル半ぐらい、 

議長 机は、二つ入りますよ。 

委員長 だから、椅子は３列入りますので。 

意（１４） そうだね。 

委員長 とにかく、下から椅子を運ぶというところから入りますので、上に上

がっていると降りてきてもらわなければいけないものですから、１階で集合し

てください。それから、昼食までリハーサルをやります。リハーサル終わった

後、１時３０分に開場ですけども、１時には再度集合していただいてですね、

役割場所での準備をしていただかなければいけないと思いますので、昼食をあ

そこの「こざくら」さんで弁当が頼めるということですので、よろしければ弁

当をこちらのほうで一括で注文をさせていただきます。６５０円ですけども。

きょう全員見えますので、弁当いるよという方は、事務局へ言ってください。

支払いは当日個別でお願いします。こちらで徴収しませんので、それは、政務
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調査費使えませんので、皆さん方御自信で当日お支払いをください。弁当は、

あそこは確か器に限りがあるんですよね、割子弁当みたいなものですので、で

すから事前に頼んでおいたほうが確かだと思います。必要であると思われる方

は、事前に申し込みをお願いいたします。それで、１時３０分に開場をいたし

まして、２時からスタートをして、４時に報告会が終わるということになりま

す。４時以降が全員で後片付けを行うということになりますので、後片付け後

に解散となります。その後、反省会はよろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいですか。もし、会場で反省会をやるなら。もう、その場は、

解散でよろしいですか。 

意（１３） 質疑応答のところも話が出てくると、その辺からですね、いろい

ろ出てくるということ。それに対して当然議会としてどう対応するかという話

もありますので、どこかで日にち変えてでも、あるいはまたどこかで、１回一

同に会していただいて、それに対する対応をお決めいただかなければいけない

のかなというふうに思いますので、どこかで、その日でもいいので、その日で

はちょっとあれかもしれませんが、どこかでね、お願いしたいと。 

委員長 それでは、今の件もありますけども、委員会報告の後の質疑あるいは

意見交換会のときの御意見の拝聴に対して、ある程度皆さん方にルールではな

いですけども、ここで決めておかなければいけないのかなという気がするんで

すよね。回答が即座にできるものであれば、回答すればいいと思いますけども、

そうではないものに関しては後日お答えする。要は、議会としては、御返答は

しませんという回答するもの。それから、これは議会として確実にお答えをお

返ししますというもの、そういったものもあるかと思います。ですから、例え

ば、議案に対しての質問みたいなものだとか、我々が議論してきたことに対し

ての質問に関してはお答えすることはできるかもしれませんけども、議会とし

て統一的にこれに関してどう思うんだと言うようなことは、話し合っていない

限りは返答できないわけですよね。ですから、その辺のところも、ある程度決
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めておかないと、これ司会進行のほうで非常に困るのかなという気がいたしま

す。ですから、意見交換会の件は、僕は余り心配していないんですよ。要は、

議会改革についての意見しか頂戴しませんということでお断わりしてしまえば

いいものですから、それはいいと思うんですけども。委員会報告に対しての質

問等があった場合、例えば、「ぴいぷる」持っていますよね。そうすると、この

議案についてどういう議論があったんだというようなことを委員会で質問され

た場合にどうしますかということですよね。 

意（１２） 常任委員会は、各議案ごとに答弁する人が決めてありますので。 

意（６） 議論した内容は、お答えるつもりありますけど、議論していないこ

と、絶対お答えするつもりありません。議論されておりませんので、お答えし

かねますと。聞かれることは、基本的に当局側の執行状況だとか、細部のこう

いうこと聞かれてお答えできるわけがないんで、お答えしかねますということ

で、お断わりしようと思っています。 

副議長 委員会での報告については、委員長のほうに一度お渡しすればいいの

かなと思っていますけども、今、委員長のお話ですと、意見交換会の部分につ

いては議会改革の内容について、きちんとお聞きをすると言われましたけども、

多分、ここぞとばかりに俺は言いたいという人が出てくると思いますけども、

その部分については、委員長のほうに振っていいんですか、それとも私のほう

でお断わりしたほうがいいんですか。私は、委員長のほうに振るつもりでいま

すけども。 

委員長 委員会に対しての。 

意（１４） 内容によって。 

委員長 意見交換会の件ですか。 

副議長 意見交換会のほう。 

委員長 どちらでもいいんですか。 

副議長 それともう一つ、休憩をここの前、意見交換会の前に入れると思うん

ですけども、その時間もそのときの状況で委員長と相談させてもらって、１５

分なり、入れるとすれば１０分、１５分。 

委員長 １０分は。 
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副議長 １５分か２０分ぐらい取らなければいけないのかなと思いますけどね、

お願いします。 

意（１４） 質問の内容が改革ではないことで、今、調整と言うようなことで、

このような場合は、基本的には司会者のほうでお断り願うか、聴きとめておき

ますぐらいのことをしておいて、どうにもならなくなったら振ってください。

基本的にはもうそちらで、司会者のほうで終わってください。 

意（６） １点、これ確認だけしておきたいんですけども。個人の意見は言わ

ない立場というのは、これは、はっきりさせておいてほしいんですけども。議

会で決まったこと、議会の中で議論したこと、これを調べるのであればわかる

んですけども、議会報告会ですから個人で何か集めているわけではないので、

そこだけは統一しておかないと、あの人はこういうふうに言ったけども、この

人は言わないという話が出るとおかしくなりますので、そこだけは意思統一だ

けはしておいてほしんですけど。 

副議長 それでは、基本的には意見交換会のところは、断るわけには多分いか

ないと思いますので、承っておきますという具合でやりたいと思います。ただ、

どうしようかなという部分がございましたときには、委員長のほうに承ってお

くだけでよろしいですかねと言うぐらいな聞き方で、ちょっと振るかもしれま

せんのでその辺はお願いいたします。 

委員長 基本的に、今後の議会のあり方等の御意見をちょうだいした場合に、

議会で、例えば、議会改革特別委員会あるいは議会運営委員会ですとか、いろ

んなところで議論をしていくべきことであれば、それは当然議論の結果を皆さ

ん方にまたお返ししますということでいいと思うんですけども、だけど、議論

に値しないようなものなんかであれば、それはもう、その人たちは言いたいだ

けの話だものですから、そこで言っていただく分にはいいんですけども、お聞

き取りするだけということになると思います。最終的にアンケートの結果です

とか、アンケートは当然回収しますので、アンケートの結果等は、まとめてホ

ームページとか何かで発表しなければいけないと思うんですよね。ホームペー

ジだとか、例えば、次の広報だとかに発表するようになると思うんですけども、

その辺のところはどうしますかね。アンケートをちょうだいするときに、こう
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いうふうに発表しますよというようなところというのは、やはり必要だと言っ

ておかなければいけないのかなとは思いますけども、そこはいかがでしょう。 

意（１４） そういうことを決めておけばいいよね。 

委員長 それはどうですかね、議長、どうしますかね、アンケートの結果に関

しては。 

議長 今の「ぴいぷる」のところで、ページ数があれば、そこで報告するとか

いう方法もありますし、ホームページでそれだけのスペースがあるならば、そ

こでいただけるスペースがあるならいいかなと、この二つが考えられるかなと

思っております。 

委員長 それでは、当日、皆さん方にこのような手法でもって御報告をさせて

いただきますということでよろしいですかね。ただアンケートは、何か御意見

がございましたらというのが付いているものですから、結構なボリュームにな

る可能性があるので、ここに書かれたことに関しての返答みたいなものは、こ

れは個別の案件なので、なかなか返しにくいのかなと思いますし、これ名前も

何も書くようになっていませんので、どなたにお返ししたらいいのかもよくわ

かりませんので、取りまとめた結果に関しては、そういうような形で皆さん方

にまたお示ししますという形のことを司会のほうで、アンケートの回収のとき

に言っていただくということでよろしいですか。それではこれで当日まで、こ

の委員会の開催は決めておりませんけども、どうしますかね、もう１回ぐらい

やりますか。資料の関係とか発表の部分というのは、非常にちょっと私は不安

がはっきり言ってありますけども、もう１回やりますかね。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいですか。それでは、連休明け早々でいいですかね。 

意（１４） 水曜日はどうでかね。 

議長 現場を借りてということはできないかな。 

委員長 会場、当日空いていれば、当日というか今から決める日程で、空いて

いれば、そこでやってもいいですけども、ただ、委員会は委員会でやっておい
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て、それで、リハーサルはリハーサルでいくという形をとらないと、この委員

会は、今はこれ正式設置された委員会ですから、当然議事録もとってもらって

いるし、いろんなことやっているではないですか、リハーサルとか議会報告会

は、これは議会の話、議員の話ですから、これ僕らが向こうに行ってリハーサ

ルをやるということなら改めてとります。 

議長 だから、それを決めてもらえば。そのほうが研修の、そのあれがはっき

りするとか何か。 

委員長 どうします。とりあえず委員会の日程だけ、先に決めさせていただい

てよろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 委員会、５月連休明けですと、７、８、９、１０、１１日。だけど、

もし何かあったときに手直しということになると、７、８、９日ぐらいで決め

ておかないと、いろんなことが追いつかないものですから、どうしますかね。

何か入いっています、７、８、９日は、局長。 

事務局長 大丈夫でしょう。 

委員長 いいですか。 

事務局長 ９日は、議会運営委員会です。 

委員長 ９日、議運。では、７日は連休明けで日程的にきついので、８日はど

うですか。 

意（６） いいですよ。 

委員長 よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、５月８日、火曜日、１０時から議会改革特別委員会をやら

せていただきます。後は、事前リハーサルはどうしますかね。１回、ちょっと

後で聞いてみます、その会場を。 
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意（６） だけど、実際並び替えないとわからないでしょう。 

委員長 そう。 

議長 当日分の午前１０時からでというなら、それでも。文言だけのあれをし

っかりやっておいてもらえれば、それでそんなに問題ではないのかなと。 

委員長 多分いいと思いますけどね。それから、ちょっと忘れておりましたけ

ども、役割分担の中で、前日１２日は土曜日ですので役所閉まっておりますの

で、この機材を全部運ばなければいけないんですよ。１２日の日にね。ですか

ら、前日にこれを運ぶ役割をやっていただかなければいけないものですから、

運ぶのは手伝うとしても、非常にパソコンもあれですけども、できれば車に積

みっぱなしとか何かではなくて、心配ですので、何かあってもいけないもので

すから。 

意（１４） あっちは、預かってくれないのかな。 

委員長 預かってくれるかな、中央公民館。 

意（１４） 預かってくれるのではないか。 

委員長 先に持って行ったほうが安気だよね。それでは、運ぶのも含めて、こ

れはできるだけ前日に向こうに預けるという形をとられていただきます。パソ

コンもいいですかね、局長、前日から預けてしまっても。 

事務局長 はい。 

委員長 いいですか。それでは、看板等運ぶのを、前日にやっていただくとい

うことで、よろしいですか。１１日の日。 

意（６） １０時ぐらいに集合すればいいですか。 

委員長 ４時、夕方でいいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 では、１１日の・・・ 

意（６） これる人だけで、いいのではないですか。 

 

 「委員会メンバーでやる。」と発声するものあり。 
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委員長 委員会メンバーでやる。それでは、１１日、夕方の４時に、役所に集

合していただいて。 

 

 「５時に変えても、いいのでは。」と発声するものあり。 

 

委員長 ５時に変える。 

 

 「１１日、５時。」と発声するものあり。 

 

委員長 １１日の４時。４時に看板も含めて全部運びますので、委員会メンバ

ーの方、これる方、しっかり来てください。それでは、他に何かございますか。

よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 当日は、皆さん、議員バッチと夏のときにつくった名札、首からかけ

るやつ、あれは必ず着用してください。全員の方。それでは、なければ、以上

をもって、議会改革特別委員会を終了いたします。御協力ありがとうございま

した。 

 

 

                     閉会 午後 ０時０７分 
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            議会改革特別委員会 委員長 

 

 

 

            議会改革特別委員会 副委員長 

 

 


