
議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

1
産業について　障害者の方の給与の増加策について考えて
いることはありますか？

議会として具体的な提案は持っていませんが、障がい者の方のみならず所得の向上につなが
る産業の振興、障がい者福祉の向上を推進してまいります。

2 他町村の例にあげると愛南町はできないとすぐにいう。 議会として、政策の実現に創意工夫するよう執行部を監視すると共に支援もしてまいります。

3
暮らしやすく減税のために工夫してください。一般家庭でも工
夫して生活しています。

最小の経費で最大の効果を上げるのが政策の基本となります。議会としても政策がそのよう
に推進するよう執行部を監視すると共に支援もしてまいります。

4
サンパールが４月１日に倒産した。株の４割強は愛南町が出
資している。町民の税金なので町民に説明を求めるべきで
は？

町の観光客の受け入れ拠点がなくなったことは重く受け止めています。ご意見は、執行部にも
お伝えします。

5 視察研修後は全員復命書を書かれているのですか？
議員個々人ではありませんが、議員派遣報告として参加議員全員が確認のうえ報告書を作成
しています。

6
議員研修の成果を政策に活かされていない。①３回質問の
制約　②防災研修の報告

「研修の成果が活かされていない」との評価を議会として真摯に受け止めます。議会活性化の
ための取組に努めて参ります。

7
視察研修は先進地を選んで行かれていると思いますが、研
修後、愛南町議会が変わったという事例はありますか。又町
に提言して何か変わったことがあれば教えてください。

議会基本条例の制定及びタブレット端末の導入により事務の効率化につながったことは、一
つの成果であったと考えています。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

8 もんせきけつぎとは？ 議会という機関の意思を決定する議決の一つであり、法的な効果は伴いません。

9 議会だよりはどのように発刊されているのか。
議会単独の紙面ではありませんが、「広報あいなん」に審議結果、委員会報告等を掲載してい
ます。「議会だより」については、今後、議会活性化特別委員会で検討する予定としています。

10 ケーブルテレビで放送してもらえませんか？
本会議については、生中継と録画中継２回の計３回を愛媛CATVで放送しています.。また、イ
ンターネットでもライブ中継と録画中継の２種類を放送しています。

11 リスクを考える議会とは？
問合せの趣旨が定かではありませんが、政策を推進するうえでリスクは必ずありますので、リ
スク管理が適正かどうか議会としての監視機能を発揮するよう努めてまいります。

12
議員全員協議会は放送をしてください。町民の代表の皆さん
が一生懸命仕事をしている様子を見せてください。家のテレ
ビでみれるようにしてください。

議員全員協議会の放送は考えておりません。会議は公開しておりますので、是非傍聴にお越
しください。

13
議長報告　町民の要望書に対する評価が不明確　両論併記
では判断の目安にならない。

問責決議について、議長の立場で「議員各位が表決権を行使した結果」であることを説明させ
ていただきました。

14
市民が町にバックアップしてもらいたい施策がある場合どうす
ればいいでしょうか。

施策の内容が定かではありませんが、既存の補助制度を活用できる場合もありますので、担
当課へご相談下さい。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

15
子育て世代は忙しく政治に関心がうすくフットワークも軽いの
で無関心になりがちです。お金バラマキ以外に関心を集める
方法はありますか？

執行部と議会が政策論争できるようになれば町民の関心も高まるものと思います。議会活動
の活性化に努めてまいります。

16
傍聴人は静かにしているのに私語をする議員がおられます。
マナーを守ってほしい。

ご指摘を受け、議員各位が注意してまいります。

17 文書にておねがい。 ご質問の趣旨が不明ですので、お答えは控えさせていただきます。

18 町長のことを考えて自分の考えがない。 議員はそれぞれの主義信条に基づき議会活動に努めております。

19
同じようなことを何回もするな。違うやり方を考え直せ。議長
は違うと言ったが違ってない。同じことばかりしている。

ご質問の趣旨が不明ですので、お答えは控えさせていただきます。

20 今の議会はコネとカネで動いているように思う。 議員はそれぞれの主義信条に基づき議会活動に努めております。

21 議員は頼りにならない。町民の意見をきかない。 ご批判を真摯に受け止め、それぞれの議員活動に活かしてまいります。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

22 議員は町職員と政策でケンカするようになれ。
執行部と議会が政策論争できるようになれば町民の関心も高まるものと思います。議会活動
の活性化に努めてまいります。

23 原田議長の説明は誠意のないただのき弁にしか聞こえない。
問責決議について、議長の立場で「議員各位が表決権を行使した結果」であることを説明させ
ていただきました。

24

鷹野議員に質問です。
愛南町議会では、退席は問責に値するのですか？以前の全
員協議会で、「国会でも退席は認められている」という言葉に
対して鷹野議員は「国会は国会、ここは愛南町議会だ」とおっ
しゃいました。愛南町議会では、理由を述べて退席まで許さ
れないのですか？鷹野議員の発言で終わってしまっていま
すが、どこの議会でも行われる事が愛南町議会では許されな
いのですか？

議員個人に対する質問ですので、議会としては回答は控えさせていただきます。

25

石川議員に質問です。
議会の時、町に対して出されている訴状について原告の名
前を公表するように求める発言をされたように思うのですが、
大切なのは何故訴状が出されたかであって、誰が出したかで
はないと思います。今後もこのような発言や戸別訪問のよう
な行動をされるおつもりですか？

議員個人に対する質問ですので、議会としては回答は控えさせていただきます。

26
1、前回の議会報告会でお願いした議会基本条例に対する判
断理由の説明をお願いします。次回にという事でしたがどう
なっていますか？

過去の議会が行ったパブリックコメントへの回答を現議会が修正することは適当ではないとい
う結論になりました。議会活性化特別委員会がパブリックコメントで寄せられた意見を一部反
映させて条例の逐条解説を作成しました。また、逐条解説の協議過程でパブリックコメントでも
御指摘のあった意見等の一部について、課題として整理し、今後協議していくこととしています
ので、この取組みをもって回答とさせていただきます。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

27 2､議会通信は何故できないのですか？
議会単独の紙面ではありませんが、「広報あいなん」に審議結果、委員会報告等を掲載してい
ます。「議会だより」については、今後、議会活性化特別委員会で検討する予定としています。

28 3､議会は今回の講演をどのように生かすつもりですか？
町民の皆様に信頼される議会となるよう執行部と政策論争ができるような政策議会を目指し
てまいります。

29

西海中学校と西海道路とをつなぐ防災の為の道路について
鷹野議員にお聞きしたい。
町長は「やれる所から、やる」と発言したように記憶していま
す。防災の事であればこそ、優先順位は大事ではないかと考
えます。まず地震から身を守ること、次に津波から身を守るこ
と。優先順位の低い道路の建設から行うのは納得ができま
せん。
鷹野議員はどういう理由で賛成されたのでしょうか。
次にこの表決に際し、同僚議員とお話しされましたか。話し合
われたとしたら、どのような内容だったのでしょうか。
以上、３点を質問します。

議員個人に対する質問ですので、議会としての回答は控えさせていただきます。

30

少林議員にお聞きします。
６月議会での、除草剤の質問には、大変参考になりました。し
かし、今の私には、除草剤に頼らない生活へ戻ることはでき
ません。幸いにも、私の使用している除草剤に、グリコサポー
トは入っていませんでした。ネオニコチノイド系ではないようで
した。
少林議員は、そういった発がん性が疑われる除草剤、環境へ
の悪影響が疑われる除草剤の、町内での販売差し止め、もし
くは自粛を促す条例の立案に力を入れるおつもりはありませ
んか。

議員個人に対する質問ですので、議会としての回答は控えさせていただきます。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

31

議員の皆様へ
議員がなにをしているのか分からないと多くの人が言ってい
ます。
研修に行かれても議員各々の報告を見た事がありません。
10月に行かれる北海道の研修は、各々何を学びこれからの
愛南町にどう生かして行くかの報告をしてください。

報告書を見れば議員それぞれの考えが分かりやすいです。
若者が暮らしやすい町にするための考えをお聞かせくださ
い。
結婚支援金の拡充とか若者誘致の考えはありますか？

議会での質問回数３回と言う回数制限についてどう思われま
すか？
回数制限があるので議論が深まらないように見えます。

行政視察については、後日議員派遣報告書として報告し公表します。
また、議会として具体的な提案は持っていませんが、政策提言できる議会となるよう議会の活
性化に努めてまいります。
質問回数の制限の撤廃については、今後の課題とさせていただきます。

32

議員さんへ、～研修旅行について～　いつ頃どこにどのよう
な目的で行かれますか。終了後、旅行で感じられたこと、得
たことなどを町民にシェアしていただけますか。どのような形
で？

10月31日から２泊３日の行程で北海道福島町、厚沢部町等に行政視察に行きます。視察後、
その結果を議員派遣報告として報告し公表させていただきます。

33
要望書の取扱いはどのようになっているのでしょう？要望書
に対して誠意ある対応が見られません。

請願や要望については、形式が整っていれば、会議規則に則り適正に処理させていただいて
います。

34
町の課題　集約も議会の役割と思うが、充分と思われない。
政策の順序を明示すべきではないか。

議会報告会、又議員個人の議員活動において、町の課題把握に努めて参ります。政策の優
先順位等の決定は、一義的には執行部の業務だと考えていますが、議会としても監視に努め
てまいります。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

35 旧町村の座談会を町長、議長などを交え開け。 町政懇談会の開催要望と受け止めました。執行部にご意見を報告させていただきます。

36
町長に対する質問であるのに、課長等に答えさす場が見受
けられますが、議会として改めることはできないか。

答弁を行う者を議会が指定することはできません。答弁を行う者は執行部の裁量ですので、
御理解をお願いします。

37
議会（本会議）の議員の質問３回だけでは詳しいことがわか
らないと思わんか（回数を増やせ）

質問回数の制限の撤廃については、今後の課題とさせていただきます。

38 議事日程が事前に分からないか！
議事日程は、議会運営委員会終了（おおよそ議会初日の１週間前）の翌日町ホームページ等
で公表しています。

39

9/29読売新聞記事　大阪府議会運営委員会で職員は議員を
先生と呼ばないよう求め公明、自民、維新三会派承知され
た。議員を先生と呼ぶ弊害について、吉村知事は勘違いする
議員がいる国会でもやるべきというコメントあり。愛南町議員
さんの現況について、特権意識を持っていないか？

愛南町議会議員においては、「先生」の呼称はなく、このような特権意識は持っておりません。

40
議員のモラルと役目、信条、スタイルを問いたい。代表議員さ
んへ。

議長が回答させていただきます。議員は町民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
という心構えが大切であると考えています。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

41
質問が多く回答できなかった場合、どのような形で回答をして
いただけるのでしょうか？

議会として回答できるものは、全て回答させていただきます。

42
当選の時は「やります」というが、言ったことをやっている議員
は少ない。

ご批判は真摯に受け止めます。

43 住民と議員の意見交換会を年数回やれ 年に１回は実施することとしています。ご提案は、今後の課題とさせていただきます。

44
ご講演頂きましてありがとうございます。愛南町は議会より行
政（理事者）側優秀です。

土山先生に対する質問であると思われるため、議会としては回答を控えさせていただきます。

45 意見交換は毎議会の後に最低年４回。 年に１回は実施することとしています。ご提案は、今後の課題とさせていただきます。

46
町民との対話の中から生まれる愛南町政といいたい。リン
カーンの「人民の云々」をみならえよ。

ご意見は真摯に受け止めます。

47 選挙時に公開討論会をするつもりか？ 議会としては回答できませんので、回答は控えさせていただきます。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

48 太陽光裁判はどうなっているのか？
議会に対してというよりも執行部に対する意見と思われます。執行部に御意見をお伝えしま
す。

49 太陽光発電の裁判の経過について、報告せよ
議会に対してというよりも執行部に対する意見と思われます。執行部に御意見をお伝えしま
す。

50 愛南町に残していきたいものとは？
議員それぞれの考えがありますが、愛南町の美しい自然と豊かな人情は、将来に残すべき貴
重な財産であるとの認識では一致しています。

51 柏小学校は今後廃校になってどうなりますか？
柏小学校と家串小学校は、令和７年度に改修された内海中学校に再編される計画になってい
ます。

52 学生服が高くて困っている家庭がある。
家計における教育経費の負担軽減について、議会としても課題として認識しました。ご意見は
執行部にもお伝えします。

53 サンパールはどうしましょう？
町の観光客の受け入れ拠点がなくなったことは重く受け止めています。観光振興等について
議会としても取組んで参ります。

54 目的と手段の政策を広める方法は？
執行部が行う政策には全て目的と手段があります。ご意見の趣旨が不明ですので、回答は控
えさせていただきます。
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議会報告会の意見に対する議会からの回答

整理番号 意見の内容 回答

55 議会が町政が何をしようとしているのか。情報公開すべし。
議会基本条例により、会議は原則公開しています。また、本会議は愛媛CATVとインターネット
で放送しています。公文書については、情報公開請求ができます。情報には様々なアクセス
方法がありますので、不明な点は事務局にご相談ごください。

56

８月末に、中泊区長と社会福祉協議会の人たちが、個別訪
問してきました。私の家では妻が対応しました。訪問の内容
に、家庭の構成の聞き取りがありました。個人情報でもある
のに、社協の人は、３人が３人とも名乗りませんでした。ま
ず、それに妻は怒りを覚えたそうです。
社協の対応をどう思いますか。
個人情報ですから、社協以外に流出することはありません
ね。
我家の個人情報を削除することは出来ますか。
以上、３点を原田議長にお聞きします。

議長に対する質問ですが、内容が愛南町社会福祉協議会の事業に対するものなので、愛南
町社会福祉協議会にご意見があったことをお伝えします。

57

10月23日に中泊で「ぼっかけ会」なる食事会が行われます。
主催は中泊地域懇談会です。共催は愛南町社会福祉協議
会です。
参加費は200円です。
不足の経費はどこか負担しているのでしょうか。町が負担し
ているのであれば、中泊だけで行うのは不公平ではないで
しょうか。
コロナ感染対策はどのように行われるのでしょうか。
以上を、原田議長にお聞きいたします。

議長に対する質問ですが、内容が愛南町社会福祉協議会の事業に対するものなので、愛南
町社会福祉協議会にご意見があったことをお伝えします。
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