
議会報告会について 会派名　（　誠和会　　　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数 年２回・改選時は１回 改選後の委員会に委ねる

班分け
期別・地域別で配置、
その後に常任委員会毎に班構成

改選後の委員会に委ねる

開催場所 北部・中部・南部・東部の４会場 改選後の委員会に委ねる

開催日時 5月中旬・11月中旬 改選後の委員会に委ねる

テーマ設定 各班に委ねる 改選後の委員会に委ねる

手話通訳等 要望がある会場に手配する 改選後の委員会に委ねる

　一時保育 要望がある会場に手配する。
改選後の委員会に委ねる
今まで実績が無い

　磁気ループ 要望がある会場に手配する。 改選後の委員会に委ねる

自治会回覧
（紙媒体 配布）

回覧で告知する。
改選後の委員会に委ねる。前期は
あまり効果が認められない

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

広報ながれやま・市議会だより 改選後の委員会に委ねる

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

利用して広報する 改選後の委員会に委ねる

役割分担 受付・司会・発表・記録・写真・会場 改選後の委員会に委ねる

　資料作成 班員が担当する 改選後の委員会に委ねる

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法 各班に委ねる 改選後の委員会に委ねる

参加者数 成り行きによる 改選後の委員会に委ねる

会場レイアウト 各班に委ねる 改選後の委員会に委ねる

　報告書 従来の例による 改選後の委員会に委ねる

　参加者アンケート 従来の例による 改選後の委員会に委ねる

　市民への報告 従来の例による 改選後の委員会に委ねる

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

５．席の配置の固定化

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化



議会報告会について 会派名　（　流政会　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数

準備を簡略化するなどをして、開催
回数を増やす検討をしてはどうか。
開催日が増えた場合、一年間の開
催日程をポスターのように一覧にし
て、ホームページはもちろん、各公
共施設に貼っていただいたらよい
のではないか。（自治会配布は効
力がなく廃止となっている）

班分け
委員会ごとでの班構成を２回行っ
たが、検証の意味も込めてもう少し
継続してほしい。

開催場所

全公共施設はもちろんさまざまな場
所などなるべく様々な場所の会場
を使い、参加したことの無い市民の
参加に努めてほしい。

開催日時

テーマ設定

「議会報告会」という開催名でよい
のか、変更する場合、議会基本条
例の改正も考えて意見交換会、相
談会、コミニュケーション会など再
検討してほしい。

手話通訳等
手配の都合や予算がありますの
で、前もって予約の申し込みをする
のはやむを得ない。

現在、２会場で手話通訳を行ってい
るが、全会場で行えるようにしてほ
しい。

　一時保育
手配の都合や予算がありますの
で、前もって予約の申し込みをする
のはやむを得ない。

　磁気ループ
手配の都合や予算がありますの
で、前もって予約の申し込みをする
のはやむを得ない。

現在、２会場で磁気ループの設置
を行っているが、全会場で行えるよ
うにしてほしい。

自治会回覧
（紙媒体 配布）

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

役割分担

　資料作成
金額設定や白黒コピー、カラーコ
ピーなどある程度の基準を設けて
ほしい。

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法

参加者数

現在、５月と１１月に行っているが、
４班２回ずつ計８回行っているの
で、議会の月を除いて残りの８か月
にそれぞれ振り分けて行えば、市
民の参加人数も増えるのではない
か。

会場レイアウト

市民と議員の机を分けるのではな
く、小さな机の塊をいくつか作り、議
員を一人または二人配置をし、市
民と直接対話をすれば、たくさんの
人が気兼ねなく発言できるのでは
ないか。

　報告書

　参加者アンケート

　市民への報告

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

５．席の配置の固定化

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について



議会報告会について 会派名　（　市民クラブ　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数
４つの班が１日に２班が同時開催
する場合がある

年に２回で良いと思うが４つの班が
別の日程で開催できると良い

班分け
当初は、派別・期別・地域別で班を
分けていたが、後半は常任委員会
ごとになった

常任委員会ごとで、市民の意見を
取り上げる機会が増えたが、地域
間の格差が目立った。

開催場所
市内４地区に分けて開催。場所も
色々と考えて変化している。

テーマなどによって場所を考慮する
必要がある。

開催日時
４つ野反で、午前、午後を分けたり
土日に開催

４つの班の開催日時はずらした方
が良い

テーマ設定
予算・決算や大きなテーマを提示し
ての開催

特にテーマ設定をしないで、市民と
の意見交換の時間を多くとった方
が良いかも。

手話通訳等
事前申し込み１会場、もしくは２会
場

事前申し込みで良いと思う。

　一時保育 事前申し込み
事前申し込みで良いと思うが、周知
方法に工夫が必要。

　磁気ループ 事前申し込み 事前申し込みで良いと思う。

自治会回覧
（紙媒体 配布）

毎回自治会に依頼している
手間暇がかかる割に効果が薄いの
で廃止

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

数回掲載 現行の通り掲載

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

掲載
積極的にシェアしたりと宣伝が必
要。

役割分担 班の独自作業 現行で良い

　資料作成 班の独自作業 現行で良い

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法 班長を中心に運営 現行で良い

参加者数 年々減少
年々減少傾向を増やす努力が必
要

会場レイアウト 教室方式が多い 囲むようにしたら良いかも

　報告書 班ごとに違う場合がある 統一模式が必要かも

　参加者アンケート 現行で良いと思う

　市民への報告 ホームページ掲載
ホームベジだけでなく、開催施設に
も一定期間掲示してはどうか

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

５．席の配置の固定化

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて



議会報告会について 会派名　（　公明党　　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数 年１回で良いと思う
４班に分ける必要性はあるか？せ
めて２班ぐらい

班分け
委員会ごとの班わけは、テーマが
むずかしい

開催場所

開催日時

テーマ設定

手話通訳等

　一時保育

　磁気ループ

自治会回覧
（紙媒体 配布）

参加メンバーが決まっていて、広が
りが無い

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

役割分担

　資料作成

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法

参加者数

会場レイアウト

　報告書

　参加者アンケート

　市民への報告

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

５．席の配置の固定化

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について



議会報告会について 会派名　（　日本共産党　　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数 負担感なし なし

班分け － 選挙後の協議

開催場所 問題なし 選挙後の協議

開催日時 問題なし 選挙後の協議

テーマ設定 問題なし 選挙後の協議

手話通訳等 必要

　一時保育 必要

　磁気ループ 必要

自治会回覧
（紙媒体 配布）

問題なし 選挙後の協議

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

問題なし 選挙後の協議

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

問題なし 選挙後の協議

役割分担 問題なし 議員で対応

　資料作成 問題なし 議員で対応

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法 問題なし 議員で対応

参加者数 問題なし 議員で対応

会場レイアウト 問題なし 議員で対応

　報告書 問題なし 現行どおり

　参加者アンケート 問題なし 現行どおり

　市民への報告 問題なし （各班の裁量）

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

５．席の配置の固定化

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて



議会報告会について 会派名　（　松野　豊 　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数

年2回×4会場で開催しているが参
加者アンケートでは「もっと回数を
多くして欲しい」という要望が数多く
あった。

例えば年4回×2会場とするか、年4
回×4会場とするか、形式や回数に
とらわれず、より多くの市民と接す
ることができる手法を再考された

班分け
報告会で市民から提案される課題
を議会の政策立案につなげるため
に常任委員会毎の班で運用した。

報告会や意見交換会は「何のため
に実施するのか」という目的に照ら
して、班分けを再考されたい。

開催場所
市内4箇所で公民館や福祉会館、
図書館をベースに実施した。

例えば、高校生、大学生、商店街、
医師、消防団、自治会等テーマを
決め本会議場で開催するなど再考
されたい。

開催日時
これまでの参加者アンケートの集
計により、9:30〜11:30、13:30〜
15:30とした。

定期的に参加者の声をアンケート
等で丁寧に拾いニーズにあった開
催日時の設定に努められたい。

テーマ設定 各班毎に決定
議会全体でテーマを確定するよりも
開催場所や開催時期を勘案して班
毎に決定するのが良い。

手話通訳等 事前申込み対応
予算もかかることなので、これまで
どおりで良いと思う。

　一時保育 事前申込み対応
予算もかかることなので、これまで
どおりで良いと思う。

　磁気ループ 事前申込み対応
予算もかかることなので、これまで
どおりで良いと思う。

自治会回覧
（紙媒体 配布）

効果が薄く、廃止した。 当面、見合わせで良いと考える。

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

現行のとおりで良いと考える。

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

現行のとおりで良いと考える。

役割分担 現行のとおりで良いと考える。

　資料作成 現行のとおりで良いと考える。

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法 現行のとおりで良いと考える。

参加者数
第4回（122名）をピークに第10回
（46名）と参加者が減ってきている。
※詳細はアンケート集計を参照。

１回当りの参加者が少ないなら回
数を増やす等、市民が議会へ気軽
に意見できる場を増やすなり工夫
されたい。

会場レイアウト
車座や久慈市議会の「かだって会」
のように市民も議員も気軽に語り
合えるレイアウトを再考されたい。

　報告書 現行のとおりで良いと考える。

　参加者アンケート 現行のとおりで良いと考える。

　市民への報告 現行のとおりで良いと考える。

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

５．席の配置の固定化

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて



議会報告会について 会派名　（　加藤　啓子　　　　）

（１）全１０回の議会報告会の振り返り

分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

開催回数
もっと回数と場所を増やして意見交
換会としたいと思います。

班分け
常任委員会と地域と２種類を交互
に行う

開催場所 全福祉会館＋生涯学習センター

開催日時 議会の無い月全て

テーマ設定
直近の議会の議案で市民生活に
直結していくものや今後パブリック
コメント予定のものなど

手話通訳等 全ての開催場所で必要

　一時保育 全ての開催場所で必要 もっとアピールも必要

　磁気ループ 全ての開催場所で必要

自治会回覧
（紙媒体 配布）

必要

　だより、広報
　（紙媒体 掲載）

必要

　ＨＰ、ＦＢ、Ｔｗｉｔｔｅｒ
　（電子媒体 掲出）

必要

役割分担 班で決め、議員が負担

　資料作成 事務局が作成

仕組み

開催方法

事前準備

会場設備

広報方法



分野 事項 振り返り 今後の申し送り事項

進行方法 外部のファシリテータはいらない

参加者数 少ない

会場レイアウト ワールドカフェ方式がよいのでは？

　報告書 適当

　参加者アンケート 適当

　市民への報告 適当

１０．自治会回覧実施の見直し

１１．参加者アンケートの改良

・議員より案内を追加

・年代の表記を変更

１２．資料として流山市議会だよりを配布することについて

８．マイク使用の規定化

７．資料の規定化

６．時間配分の規定化

９．議会報告会を始め市民の意見が気軽に言える場を増やす

５．席の配置の固定化

２．開催回数の増加

３．参加者数の低迷

４．手話通訳の常設化

１．班分けの方法

当日

その他

（２）検討事項について


