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１ 会  議  名 広報広聴委員会 

 

２ 日    時 平成３０年９月１３日（木）     １５時５７分開議 

                   １６時３０分散会 

 

３ 場    所 第２委員会室 

 

４ 出 席 委 員 白石純一委員長、渡辺久治副委員長、西田数市委員、 

 竹原信一委員、仮屋園一徳委員、濵﨑國治委員 

 

５ 事務局職員 事務局長 早瀬 則浩  議 事 係 大漉 昭裕 

 

６ 会議に付した事件 

・議員と語る会について 

 

７ 議事の経過概要 別紙のとおり 
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広報広聴委員会 ９月１３日（木）              開 議  １５時５７分 

 

審査の経過概要 

 

白石純一委員長 

ただいまから、広報広聴委員会を開会いたします。 

本日は、議員と語る会について協議を行います。 

まず初めに、局長より説明をお願いします。 

早瀬議会事務局長 

皆さんのお手元に、こちらのレジュメみたいなものがありますが、まず議員と語る会

の会次第のこちらのほうで、昨日、班編成については別紙のとおり３班で班長・副班長

についても決定をいただきました。そこで、今回につきましてはそのしたのところであ

りますが、議会からの報告ということで、会次第のほうに５項目あります。こちらのほ

うに追加して６、７、８というふうにこちらのほうを追記させていただきましたが、こ

の中から報告を幾つに絞るのかということと、その順番ですね。それについて、それが

語る会の資料になっていきますので、まず内容、８項目全部をやるのか、それを絞るの

かを決めた後、その順番を決めていただければと思います。お願いします。 

白石純一委員長 

局長の説明が終わりました。 

これより委員の皆さんから意見を伺いたいと思います。 

濵﨑國治委員 

この８項目となればですね、非常に多くてですね、ですからやっぱり項目的には多く

て４項目くらいがいいんじゃないかなということで、昨年も４項目くらいじゃなかった

のかな。 

白石純一委員長 

昨年のものは手元に配付されていますが、報告事項としては３項目ですね。 

濵﨑國治委員 

ですから、あまり多くてもですね、説明もせないかんし、内容がわからないわけです

ので、ですから最高４項目ということでですね、今回は前の協議された１項目から５項

目めのですね、１項目、３項目を削ってですね、阿久根高校の跡地については旧国民宿

舎と、行政の話ではあそこが決まらんとという話もありますので、これも含めてですね、

旧国民宿舎の整備状況について、宿泊施設が足りないということで市民にも関心があり

ますので、この旧国民宿舎の問題、それから議員定数について、きょう議運で何かあっ

たんですか。 

白石純一委員長 

一旦休憩します。 

 

（休憩 １５：５９～１６：００） 

 

白石純一委員長 

委員会に戻します。 

濵﨑國治委員 

そしたら、議員定数の問題については、ちょうどこの日程的には議員定数については

調査特別委員会でもして協議しているというような内容からすればですね、これも時期

的には一番いい時期じゃないかなと思います。 

それから、ほかの市民交流センターも今度11月ということであれば、これもだし、寺

島、道の駅、小中学校の統廃合もですね、あれですけど、とりあえず、阿久根高校の跡
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と核燃料の問題と除けば、１、２、３、４、５、６、これでも多いんですよね。どうで

すか。 

白石純一委員長 

他の委員の御意見はいかがでしょうか。 

［発言する者あり］ 

仮屋園一徳委員 

委員長のほうで１項目から順番に検討していったほうが、それで最後でまとめて４項

目に。 

白石純一委員長 

１番については、話せる内容があまりないということでしょうし、ただ２番の中で少

し触れることは、むしろ全く触れないのも市民にあれですから、２番に含めるというこ

とですね。 

３番については、意見が分かれると思うんですが、 

［「３番はいいんじゃないですか」と呼ぶ者あり］ 

［発言する者あり］ 

一旦休憩します。 

 

（休憩 １６：０２～１６：０３） 

 

白石純一委員長 

委員会に戻します。 

３番については、意見がそれぞれ分かれるようなので、決をとりたいと思います。 

３番について、後でもう一度調整しますけど、入れたほうがよいと思う方の挙手をお

願いします。 

（賛成者挙手） 

では、これは外すという方向でいきたいと思います。 

４番については、いかがでしょうか。 

濵﨑國治委員 

特別委員会でするとすれば、どうなんですかね。 

仮屋園一徳委員 

今、そういった意見が出てきたんですけど、ただ報告となれば、じゃあ何を報告する

のと。早速来月が語る会なんですけど、それまでに特別委員会を設置したにしても議論

の場があるのかなと思いますので、これについては、今回はいいのかなと私は思います。 

濵﨑國治委員 

特別委員会はいつできるのかな、するとすれば。 

白石純一委員長 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １６：０４～１６：０５） 

 

白石純一委員長 

委員会に戻します。 

濵﨑國治委員 

３つ、後に出てくるというのからすれば、どのくらいに絞るかというのをですね。最

高、私は４つ、普通は３つくらいだと思うんですね。 

［発言する者あり］ 

渡辺久治委員 
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私は別に個数にこだわる必要はないと思います。項目は多くても、後でもし関心がな

かったら触れないわけですから、報告する分には一向にかまわないと思います。 

濵﨑國治委員 

報告するのは一向にかまわないじゃなくて、報告するのを説明せないかんとですよ。

その説明に時間がかかるわけですよ。たくさんあったら、それだけ時間がかかるという

ことですよ。 

竹原信一委員 

私もそう思います。こんなたくさんもらって、説明をもらってもですね、困るわけで

すよ。むしろ住民の意見が、対話ができるような空間というかな、時間的なものを広げ

ればいいので、３つくらいでいいんじゃないかなと私は思います。最初のやつで出た３

つ。 

白石純一委員長 

ほかの委員からございますか。 

濵﨑國治委員 

私も最高４つ。ページからしても。 

西田数市委員 

３つから４つ。 

白石純一委員 

まず、３つから４つ、４つから５つに絞りたいと思いますが、４から５設けたほうが

いいと思う方。 

（賛成者挙手） 

３から４。 

（賛成者挙手） 

では、３か４ということに絞りたいと思います。 

３であればこれ、これ、これ、４であればこれ、これ、これというのを挙げてくださ

い。 

竹原信一委員 

３ならば最初の紙のほうに書いてある２、４、５で。 

白石純一委員長 

ほかの方はいかがでしょうか。 

［発言する者あり］ 

休憩します。 

 

（休憩 １６：０７～１６：１０） 

 

白石純一委員長 

休憩前に戻ります。 

２、４、５については、１は２に含むとして２、４、５、そして６、７、８から１つ

選んで４つにするという意見が多かったんですが、６、７、８の中では何がいいと思い

ますか。御意見をください。 

濵﨑國治委員 

寺島宗則でどうですか。 

白石純一委員長 

今、６番の寺島プロジェクトについて入れたらどうかという意見が出ましたが、ほか

の委員はいかがですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

それでは、２、４、５と６を加えた４報告をこちらの案として全員協議会に諮りたい
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と思います。 

ちょっと休憩に入ります。 

 

（休憩 １６：１２～１６：２５） 

 

白石純一委員長 

休憩前に戻します。 

では、順番については全協で承認を得てからということでよろしいですか。 

［発言する者あり］ 

順番としては、今出てきている順番で、 

［「議員定数は一番最後で」と呼ぶ者あり］ 

では、２番、５番、６番、４番の順番を案として出すことでよろしいですか。まだ特

別委員会も決まっていないですから。 

［発言する者あり］ 

それでは、議員と語る会の場所なんですけれども、これまでどおり12カ所にするのか、

さらにふやすのかという点について、それを諮ってもらいたいということでしたので、

これは案ですけれども。今まで12カ所だったところを15カ所にするということについて

の御意見をお聞かせください。 

［「場所も含めてですか」と呼ぶ者あり］ 

まずは数だけ、場所は区の都合にもよりますから。 

［発言する者あり］ 

まず、今まで12カ所だったのを15カ所にするということについて、御意見をお聞かせ

ください。 

仮屋園一徳委員 

場所についてはですね、変えるのには賛成なんですけれども、ただ箇所がふえるとな

るとどうしても日にちがふえることになりますよね。あと団体との語る会も予定されて

ますので、できればそういった会場を変えたほうがいいというので、年度によって偏っ

た人が来るのを解消するためには場所を変えるのも一つの方法かなと思いますけど、た

だ箇所については今のままの箇所でいってほしいなと私は思います。 

［発言する者あり］ 

白石純一委員長 

12カ所でということですね。 

ほかの委員の御意見はいかがですか。 

西田数市委員 

私も４日にしてもらいたいと思います。それでですね、大川の議員からアドバイスで、

大川は１カ所の大川小の講堂で、１カ所でやったほうがいいんじゃないのという意見が

ありました。 

白石純一委員長 

理由は何か聞かれてますか。 

西田数市委員 

駐車場が広くて、そこに集まりやすいということでした。きてんの場合は駐車場がな

い。尻無の公民館のほうは集まりが悪いかもということでした。そういう意見がありま

した。以上です。 

白石純一委員長 

それも含めて12カ所ということですね。 

ほかの議員の御意見はいかがですか。 

今、お二人しか発言されていませんが。 
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［発言する者あり］ 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １６：１６～１６：２４） 

 

白石純一委員長 

休憩前に戻ります。 

数をふやすかどうかと場所を変えるかどうかについて、御意見をどなたかいただけま

せんでしょうか。 

仮屋園一徳委員 

場所は変えるけど、会場については昨年と同じ数で、12の数でいいと思います。 

白石純一委員長 

ほかに御意見はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

それでは、数については昨年同様12カ所。ただし、可能な限り新しい場所がないか努

力するという方針でよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

では、そのように決しました。 

ほかに議員と語る会について何かありませんか。 

濵﨑國治委員 

日程的な関係でですね、日にちがどうなるかわかりませんが、小漉はですね、今のと

ころ日曜日になっていますが、小漉は３時、４時からしてくれという話なんですよ。晩

飯やっで、夕方は来んちゅうて、だから年配の方が、70以上の方がよく集まるんですね、

あそこは。でも、この日程じゃねという２回ぐらいおっしゃってですね。 

白石純一委員長 

休憩に入ります。 

 

（休憩 １６：２６～１６：２８） 

 

白石純一委員長 

休憩前に戻ります。 

脇本と大川をもとに戻した案を事務局からお示ししていただいて、それを明日の協議

会に、 

［発言する者あり］ 

場所については先方の都合もあることでしょうから、また柔軟に変えたいと思います。 

［発言する者あり］ 

もとに戻すけれども、場所を変えられるところについては検討するということです。 

ほかに御意見がなければ、今回の決定事項については、あすの委員会前の全員協議会

を開催していただき報告したいと思います。異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

異議なしと認め、そのように決しました。 

次に、次回の委員会開催を議員と語る会での配布資料の内容確認のため、９月25日の

本会議終了後に行いたいと思いますがこれに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

異議なしと認め、そのように決しました。 

ほかに委員から何かありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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なければ、以上で広報広聴委員会を散会いたします。 

 

（散 会  １６時３０分） 

                  広報広聴委員会委員長  白石 純一 


