
※質問区分：①意見、②要望、③質問　　　　　※対応区分：①回答で終了、②未対応、③対応中、④対応済

1 令和２年７月６日現在

№ 参加者名等 要望等の概要
質問
区分

対応（回答含む。）
対応
区分

1 内田美行 ①

<市議会議員の報酬改定について>
　昨年、竹内議長から市議会モニターの委嘱を受け、最初に質問した内容を今でも記憶していま
す。その内容は加須市議会議員の報酬についてでした。
　議長に尋ねると、最後の改定から少なくても２５年以上を数えるとの事でビックリしたことを覚えて
います。
　加須市合併１０周年を機会に改定を検討してはどうでしょう？まずは公聴会を開き、議員報酬、政
務活動費、旅費、出張規定等の改定を議論してはいかがでしょう。加須市を元気にする、その原動
力は市議会議員の皆様の活躍によります。
　是非、実現していただけたらと存じます。

要望 ご意見として承ります。
回答で
終了

①

5月21日（木）本会議を傍聴しての所見
　１．提出議案は専決処分１０件、補正予算2件の12案件であった。が、その殆どが新型コロナウイ
ルス感染対策に関連する内容であり、緊急に対応する必要のある（あった）ものであった。
　これらの議案に対し、5名の議員から質疑があったが、今回1会派1名、しかも制限時間30分という
形式で行われた。
　これまでの議案質疑形式にはなく、私の記憶する限りでもなかったように思う。
　このような質疑形式もあるのだ。ということを改めて認識した次第である。
　それぞれの会派で協議され、議員の意見が集約され、代表による質疑になったものと思ってい
る。
　議会運営の取り組みの一環としてよい傾向であると感じた次第である。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

②
　２．傍聴席もコロナ感染防止対策が配慮されていた。（密集、密閉対応良好）
　すっきりしていたし、ゆったりと傍聴できた。ただし、傍聴者は6人～7人であった。

意見 引き続き努力してまいります。
回答で
終了

第2期市議会モニターの意見等への対応⑤（令和2年3月24日～令和2年6月4日）

2 内田親



※質問区分：①意見、②要望、③質問　　　　　※対応区分：①回答で終了、②未対応、③対応中、④対応済

2 令和２年７月６日現在

№ 参加者名等 要望等の概要
質問
区分

対応（回答含む。）
対応
区分

①

会議運営に関することについて
　5月21日（木）の第１回臨時会を傍聴しましたので、感想等を列挙します。
　１．座席の間隔は見直しされたのでしょうか。コロナ対策では3密回避が求められていますが、以
前と同じように見えます。市議会の規定や予算があると思いますが、疑問に感じました。なお、傍聴
席にはテープを張ることで規制されていました。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

②
　２．議会の進行等全体的に、議員および市役所関係者とも真摯に対応されているという好印象を
持ちました。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

③
　３．この臨時会が開催される旨の市民に対する事前報知は、どのように行ったのでしょうか。議会
の様子はインターネット中継もありますが、開催そのものを知らなければ見られません。

質問 ご意見として承ります。
回答で
終了

④

加須市議会だよりに関することについて
　かぞ市議会だより「第44号」は6月1日に発行されました。主たる内容は3月17日まで開催された第
1回定例会の結果報告です。定例会の内容はともあれ、市議会だよりを早く発行して市民に早く報
知できるようにしてください。定例会の開催日はある程度決まっていると思うので、それに合わせた
発行予定日に改められませんか。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

⑤

市議会ホームページに関することについて
　この項目に表記されている「市議会ホームページ」や、かぞ市議会だより「第44号」の16ページの
中央にある『「加須市議会」のホームページ』の意味は、加須市ホームぺージの一部として掲載され
ている「議員名簿、定例会情報、市議会だより」等の複数の情報の総称だと思いますが、分かりにく
いと思料します。これらを纏めたフォルダを「市議会に関すること」などの名称で加須市ホームペー
ジの初期画面に掲載すれば、一目瞭然です。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

⑥

その他について
　本会議インターネット中継の録画版を見ましたが、画像音声とも良く捉えられています。ただ、5月
21日（木）の第1回臨時会の録画版は、まだ完全に掲載されていないのが気になります。「加須市議
会インターネット中継に関する要綱」には休日除く7営業日経過後に公開開始とありますので、掲載
されてないのは不自然です。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

第2期市議会モニターの意見等への対応⑤（令和2年3月24日～令和2年6月4日）

植竹浩昌3



※質問区分：①意見、②要望、③質問　　　　　※対応区分：①回答で終了、②未対応、③対応中、④対応済

3 令和２年７月６日現在

№ 参加者名等 要望等の概要
質問
区分

対応（回答含む。）
対応
区分

①
6/19議会傍聴の感想と意見
　当日、聴覚障がい者の方の傍聴者多数。
　この方々に、もう少し配慮の必要あり、手話通訳者の位置の確保等

意見 今後の検討課題とさせていただきます。
回答で
終了

②
（前回も記入したが）
　各会派の政策の違いを市議会だよりで教えて欲しいと思います。

要望 今後の検討課題とさせていただきます。
回答で
終了

①

令和2年第2回定例会
6月15日（月）本会議を傍聴しての所感
　第2回定例会は、本日招集開会された。
　執行部から提案された案件が上程され、提案理由の説明等のある大事な1日であると理解してい
る。
　大いに関心をもって傍聴に臨んだ（傍聴人4名？）
　それにしても、本日は開会早々滅多にお目にかかれない日程のスタートとなった。
　１．セレモニーがあったこと、である。
　永年勤続議員の伝達表彰（8名）があり、引き続き市長から自治功労議員表彰（7名）があった。
　表彰の栄に浴された議員各位に対し、多年にわたる議員活動に深甚なる敬意を表するとともに、
感謝を申し上げる次第である。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

②

　２．日程に追加された、正副議長の辞職のこと、並びに同選挙のこと、である。
　辞職の許可並びに選挙は粛々と進められ、新旧の交代となった。
　前正副議長におかれては、在任期間中大変なご苦労があったこと拝察するものであるが、改めて
感謝申し上げる。
　また、新たに就任された正副議長におかれては、引き続き円満な議会運営に手腕を発揮されるこ
とを期待するものである。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

③

補筆
　このたびの正副議長の辞職は、1年での交代という事であったが、このことは慣例になっているの
であろうか。
　各党、各会派の合意に基づくものなのであろうか。
　正副議長共、夫々24票の当選であり、選挙の結果は実に見事なものであった。と感服した次第で
ある。
　これも、円満な議会運営を進めるうえでの一つの現象なのであろうか。
　結果については、次号のかぞ市議会だよりに詳細に掲載されるものと期待する。

意見
ご意見ありがとうございました。
選挙の結果については、令和2年9月1日発行の
かぞ市議会だよりに掲載いたします。

対応済

第2期市議会モニターの意見等への対応⑥（令和2年6月5日～令和2年7月2日）

内田親

1 瀧川一夫

2



※質問区分：①意見、②要望、③質問　　　　　※対応区分：①回答で終了、②未対応、③対応中、④対応済

4 令和２年７月６日現在

№ 参加者名等 要望等の概要
質問
区分

対応（回答含む。）
対応
区分

第2期市議会モニターの意見等への対応⑥（令和2年6月5日～令和2年7月2日）

④

かぞ市議会だより第44号を読んで
　１．第1回定例会における議案等に対する質疑、委員会での審議内容、ポイントなどそれぞれ良く
まとめてあると思う。
　また、市政に対する一般質問についても、各議員が日頃関心を持っている課題、地域の問題が随
所に見られ、執行部の答弁で概要が把握できる。
　一言加えるならば、紙面の都合でやむを得ないことも理解できるが、質問議員の主張・提案など
がもう少し反映されればなおありがたいと思う。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

⑤
　２．8ページ～9ページに掲載の議案等の審議結果であるが、常に関心を持って見ている。
　各党、各会派の傾向も伺えるし、市政の動きもおおよそ把握できる。
　このまとめは大変ありがたい。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

⑥

３．私の持っている考えを披瀝
　”議員定数条例の一部を改正する条例”可決の記事が掲載されている。
　よくまとめてあるが少し物足りない。
　長年の定数削減に関する市民の声もあり、また議員定数に関する公聴会の経過等もあって、議
員自らが提案し、可決されたものと推察するものであるが、もう少しスペースをとってこれまでの経
過なり、議員の声も反映されれば更に良かった、と思うが如何？
　いずれにしても、編集スタッフ各位の日頃のご努力に敬意を表したい。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

3 内田美行 ①

「市議会議員の報酬について」
　昨年、市議会モニターの委嘱を受け、感じたことを申し上げます。
　7月26日　議員との懇親会での私の質問は、議員報酬の改定についてでした。竹内議長からは少
なくても25年は改訂されていないとの事でした。
　加須市合併10周年を経たこの時期に、報酬改定を考えませんか？報酬を引き上げるだけでなく、
内容の見直しも必要だと思います。議員の定数や費用弁償、政務活動費等について議論しましょ
う。報酬額は、雑談に申し上げますと、サラリーマンの平均給与ぐらいのイメージです。
　第三者委員会を立ち上げ、是非検討をしていただきたく存じます。

要望 ご意見として承ります。
回答で
終了

①
会議運営に関すること
　１．本会議も委員会も、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策がいち早く講じられていたので、
安心して傍聴できた。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

②
　２．傍聴席の、テープによる大きな×は、冷淡なイメージで斜めなので荷物も置けない。「着席はご
遠慮願います」「荷物置きにご利用ください」などの案内カードを置くなど工夫されたい。

意見
9月の定例会に向けて、案内表示に変更させて
いただきました。

対応済

2 内田親

4 杉澤正子



※質問区分：①意見、②要望、③質問　　　　　※対応区分：①回答で終了、②未対応、③対応中、④対応済

5 令和２年７月６日現在

№ 参加者名等 要望等の概要
質問
区分

対応（回答含む。）
対応
区分

第2期市議会モニターの意見等への対応⑥（令和2年6月5日～令和2年7月2日）

③
　３．ライブ映像は、回を重ねる毎に見やすくなってきた。無理なパーンや真っ暗な無人映像が少な
くなるよう、更なる技術の向上を期待する。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

④
　４．本会議でも委員会でも、早々に切り上げて終了すべしという雰囲気が感じられた。皆、多用と
思うが、貴重な会議である。丁寧に議論し、慎重な結論を導いてもらいたい。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

⑤

かぞ市議会だよりに関すること
　１．市議会ホームページも充実し、議会もオンライン傍聴できるようになったが、それらにアクセス
できない市民も多くいると聞く。『詳しくはホームページで』で処理することなく、今後も引き続き市議
会だよりによる丁寧な情報発信をお願いしたい。

意見
今後とも市議会だよりによる分かりやすい情報
発信にも努めてまいります。

回答で
終了

⑥
　２．可決議案や一般質問項目についてすべて掲載することは難しく主な項目を選択されている
が、重要度や緊急性そして市民の関心の高さなどを考慮して公平公正に掲載するよう格段の配慮
を願う。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

⑦
加須市議会ホームページに関すること
　１．加須市議会ホームページにアクセスしたことがない市民、市議会ライブ中継ができるように
なったことを知らない市民がまだ多い。広範囲に継続的に広報する必要がある。

意見
今後とも市議会ホームページによる分かりやす
い情報発信にも努めてまいります。

回答で
終了

⑧
　２．市議会をより深く理解してもらうために、『市議会の概要』の項目を充実し、議会が開かれるま
で、議会事務局の仕事、議会でよく使われる用語の説明、議決された議案はどうなるかなどを記し
てはどうだろう。質問と答え形式あるいは小中学生向けのページとしてもいい。

意見 ご意見として承ります。
回答で
終了

⑨

その他
　１．加須市議会モニターを経験し、議会があって、行政の公平、公正、能率性が確保されることを
改めて痛感した。
　議員は、選挙の時は特定の地域や政党を基盤とするが、当選後は住民全体を考える立場に変わ
らなければならない。広い視野で民主的に議会が運営されていくために、このモニター制度は大き
な役割を担っていると思う。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

4 杉澤正子



※質問区分：①意見、②要望、③質問　　　　　※対応区分：①回答で終了、②未対応、③対応中、④対応済

6 令和２年７月６日現在

№ 参加者名等 要望等の概要
質問
区分

対応（回答含む。）
対応
区分

第2期市議会モニターの意見等への対応⑥（令和2年6月5日～令和2年7月2日）

①

　コロナ感染拡大の中、対策（マスクや席の間隔）をしっかりとられて会議が行われていると思いま
した。
　しかし、マスクをつけて長時間話したりするのは、体力的にきついと思われるので、休憩など少し
多くするなどして、それぞれの体調管理にも気を付けてほしいと思います。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

②
　今回はじめて、インターネット中継で見ましたが、自分のタイミングで見ることができ、周囲を気に
することがないので良いと思いました。
　コロナの問題が落ちつくまでは、ネット中継は最適だと思います。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

③ 市議会だよりも、レイアウトが良く、とても見やすく、わかりやすかったです。 意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

①
会議運営に関することについて
　６月３０日（火）午前の議会を傍聴しましたが、感想等は次の２点です。
　１．いつも通りですが、議員および市役所関係者とも真摯に対応されています。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

②
　２．議長の方は交代されたようで以前と異なる方でした。今後のスムーズな進行にご期待申し上
げます。

意見 ご意見ありがとうございました。
回答で
終了

6 植竹浩昌

5 西山　薫
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