
 

 

議会モニターからの意見に対する回答 

第１回モニターアンケート分 

（議会だより第３４号・第３５号について） 

 

 

 

 

 

 

令和２年１２月 滝沢市議会 



１ はじめに 

滝沢市議会では、「わかりやすい議会」「市民に近い議会」をめざすため、滝沢市議会基

本条例第２２条の規定に基づき、議会モニターを設置しています。 

  議会モニターは、議会に対し議会運営に関する意見や改善提言等を行うもので、現在１１

名の方を議会モニターとして委嘱し（任期：令和４年３月３１日まで）、ご意見、ご提言を

いただいております。 

 

２ 回答について 

（１）モニターから寄せられたご意見は、趣旨を損なわない範囲で一部要約している場合があ

ります。 

（２）モニターから寄せられたご意見は、氏名を伏した上ですべての内容を全議員に周知し、

共有しています。 

（３）寄せられたご意見を集約した上で、対応を協議した内容をまとめて記載しています。 

また、特にも議会運営に反映すべきとしたものを中心に回答としてまとめています。 

（４）なお、意見個々に対する議会内での議論の内容等について、詳しく知りたい場合は事務

局までお問い合わせください。 

 

３ 第１回モニターアンケートの回答数 

  ７件 



議会だより第３４号について 

内 容 意見・感想 回 答 

表紙の園児の写真  

〇大変良い４ 

〇良い２ 

〇普通１ 

◆子ども達の表情は未来を感じさ

せます!未来に向かって逞しく育っ

てほしいと思いますが、今回から

園児の集合写真を取り上げている

編集の意図がどうだったのかが良

くわかりません。 

◆市内には保育園が数多くあると

思いますので、偏らずに平等に取

り扱ってはどうか。 

◆自分の子どもが出ていれば見る

きっかけにもなると思う。政治は

乳幼児だけではないので、いろん

な人が出ているともっといい。 

◆子どもたちの写真を用いること

で、少しでも親しみを持っていただ

きたいと考えました。 

◆保育園の中で偏らないよう、令和

３年７月（委員会改選期）までは、

各保育園（運営団体ごと）へ承諾を

いただきながら継続していく予定で

す。 

◆さまざまな世代の方に参加いただ

けるよう、これからも検討します。 

全員賛成で議決し

た議案 

〇良い５ 

〇普通２ 

◆全議員の政務活動費５０％を減

額して大丈夫？不自由ではありま

せんか。 

◆関心事をピックアップしたのは

わかりやすくて良い。 

◆特出しして表示したことは良か

ったと思いました。 

◆漢字が並んでいるだけで中身を

見なくなる人が増えそう。 

◆コロナ禍に鑑み、今年度の政務活

動に支障のない範囲で令和３年３月

分まで減額しました。 

◆案件名のみの記載ではなく、内容

も伝わるよう、概要等も可能な限り

お知らせします。 

賛否の分かれた議

案 

〇良い３ 

〇普通３ 

〇良くない１ 

◆賛否の理由がわからない。 

◆〇×の状況はわかりやすいです

が、中身がわからず載せた意味が

わかりません。 

◆反対者がある場合「討論は行わ

れませんでした」では、「なぜ反

対なのか」が不明です。 

 

 

 

 

 

 

 

◆反対討論、賛成討論が行われた場

合は、必ず掲載しています。案件名

のみの記載ではなく、内容も伝わる

よう、概要等も可能な限りお知らせ

します。 

◆反対を表明する場合は、しっかり

とその理由を討論の場で述べるよう

に目指します。 



内 容 意見・感想 回 答 

一般質問 

〇良い５ 

〇普通１ 

〇良くない１ 

◆簡潔に「問」と「答」をまとめ

ているので見やすい。 

◆わかりやすい。 

◆写真付きのカラーが見やすかっ

た。 

◆紙面では読み取れませんが、質

問の成果はあったのでしょうか。

議員活動には「不断の研さん」が

必須です。 

◆「質問の成果」のとらえ方は、難

しい課題でもありますが、議員個人

あるいは各会派においても、改めて

振り返りの材料としながら、継続的

な審議で成果を目指します。 

請願審査  

〇良い４ 

〇普通２ 

〇良くない１ 

 

◆見やすい 

◆とてもわかりやすいです。 

◆所管の委員会ではどのような議

論があったのでしょうか。また、

採択後はどうなるのでしょうか。 

◆請願審査や採択後の流れは、別紙

をご参照ください。 

 

所管事務調査報告  

〇大変良い２ 

〇良い３ 

〇普通２ 

◆見やすい 

◆よく調査されているとは思いま

すが、今後その実現のための「議

会活動」が重要ではないでしょう

か。 

◆議会の PDCA サイクル（市民の

声⇒課題抽出⇒調査研究⇒対応協議

⇒市への意見・提言⇒成果の周知）

を意識しながら、議案審議等に活か

していきます。 

 

 

その他の記事につ

いて 

◆記事については特にありませ

ん。なお、情報提供として紙面の

問題もあると思いますが、「詳し

くは滝沢市議会ホームページをご

覧ください」などの追記があれ

ば、より解りやすくなるのでは。 

◆全体的に読みやすく、わかりや

すく感じました。色使いもちょう

どいいですね。議員の方々の顔と

質問がわかり、読んでみたくなる

（興味を持てる）議会だよりにな

っていると思います。 

◆議会モニターさんの意見、回答

及び傍聴者からズバリ一言は大変

良いと思います。 

◆滝沢市議会の HP にリンクする

QRコードを掲載しています。 

 



議会だより第３５号について 

 

内 容 意見・感想 回 答 

タイトル写真  

〇大変良い２ 

〇良い４ 

〇普通１ 

 

子ども達も議会だよりに参加し

ているようで微笑ましいと思う。 

 

 

７月会議（補正予算）  

〇大変良い１ 

〇良い５ 

〇普通１ 

 

見やすい。わかりやすい。 

 

 

新型コロナウイルス感

染症対策関係予算の執

行状況 

〇良い６ 

〇普通１ 

◆見やすい。 

◆執行率の行方を見守りたい。 

◆今後は、議会活動あるいは議員

活動としての「執行状況把握」と

なるよう期待します。 

 

 

 



自由記載について 

（１）議会サポーターについて 

意 見 回 答 

議会サポーターの方にも力を入れて、早く

人選していただきたいと思います。 

議会サポーター設置要綱に基づき、広聴広

報活動を中心に、どのようなサポートをお願

いしたいのか、お願いできるのかを今後検討

します。 

 

（２）議員の政治信条、公約について 

意 見 回 答 

議員さんを紹介しているページ（ＨＰな

ど）で、会派名の記載のみではその方（会

派）が与野党どちらの考えに近いのかが分か

らないので、詳しく公表してほしい。 

市議会においては、国政におけるいわゆる

“与野党”という関係性ではなく、“チーム

滝沢市議会”としてともに活動しています。 

名前と共にどんな公約を掲げているのか記

載があると市民の方に伝わりやすいと思う。 

議員個々の公約については、選挙公報等の

掲載を今後検討していきます。 

 

（３）議会と市民との懇談の場について 

意 見 回 答 

議員さんと市民が気軽に話せるような場が

あるとすごく嬉しいです。 

議会では、毎年地域に出向き、１年間の議

会活動を市民の皆さんに報告する「議会報告

会」を開催しています。 

また、市民の皆さんからの申し込みを受け

て、随時「市民懇談会」も開催しています。

市民の皆さんが気軽に参加し、自由に意見交

換できるような会の持ち方についても検討し

ていきます。 

 

 

地域クーポン券など市民にお得な情報を大

きく発信していただきたい。 

市民にとって関心が高いと思われる取り組

みや情報は、議会ホームページでも掲載を検

討するほか、個々の議員活動を通じて市民の

皆さんにも発信していきます。 

 



（４）その他 

意 見 回 答 

今一度、議会基本条例に基づき、豊かなま

ちづくりの実現に向かって市民と共に頑張っ

ていただけたら!と思います。 

大変失礼な言い方で申し訳ございません。 

議員個々においても、日頃から議会基本条

例の理念を念頭におきながら「市民とともに

歩む議会」を実践します。 

議員研修を開催したと伺っていますが、そ

の結果を伺います。  

議会だより第３６号に掲載しました。ご参

照ください。 

９月会議は、一般質問、予算決算常任委員

会もあったようですが、今回は一旦お休みし

ます。 

 

オンラインでの議会の配信は、直接議場へ

行けない際にとてもいいです！ 

 

滝沢市のために、いつもありがとうござい

ます。 

 

モニター会議の中で、「どうぞ、どうぞ、

どんな意見でもお話しください」と司会担当

の議員さんが話されましたが、そのことが疑

問に感じました。 

なんでもお話しくださいと謙虚におっしゃ

っていましたが、「自分たちは感覚が麻痺し

ているところがあるから!」という内容も話

されていて、そのことが疑問でした。 

 

 

 

 



請願のしくみ

請願書の提出

議員の紹介
※「紹介」とは請願の内容に賛意を表し、議会への
橋渡しをすること。

請願の審査

①所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託
②審査 紹介議員からの説明

提出者からの説明
当局からの説明 等

③質疑 ④討論 ⑤採決

①付託された委員会からの報告(委員長)
《報告内容》
・審査の月日
・紹介議員又は当局の出席者とその説明
・主なる質疑と答弁
・現地確認の状況
・討論の内容
・少数意見、関係執行機関への送付、
処理の経過と結果の報告の請求 等

②質疑 ③討論 ④採決

採択の場合

本会議での採決

「請願の採択」とは、議会が請願内容に賛成であるという意思
表示だが、その願意の実現について法律上は何らの保障規定
がない。しかし、採択した以上、その実現について最善の努力
をすべき政治的・道義的責任を負っている。

・関係執行機関への送付
・処理の経過と結果の報告の請求
・意見書の発議 等


