
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一般質問雑感」 

私は議長職で議事進行をしている関係上、一般

質問はできません。もしやろうとすると副議長に

代わって貰ってできなくもなく、他の町村で実施

された例もありますが、茅野市では監査委員の議

員と同様に慣例で行っていないのが現状です。 

 議長席から他議員の質問を客観的に聞いてい

ると気付くことがあります。以下はその例です。 

 

＜残念な質問、もったいない質問＞ 

〇確認するだけの質問 

 〇個別要求が過ぎる質問 

 〇国の政策で自治体とのかかわりが薄い政策 

についての質問 

 〇自身の政治信条に終始する質問、意見発表 

 〇前置きが終わらず要旨がわからない質問 

 〇論点を入れすぎた質問 

 〇再質問を重ね筋がそれてしまった質問 

 〇根拠なき批判にとどまる質問 

 

自分の過去の質問を顧みて偉そうなことは言

えませんが、一般論として聞いてください。  

総じて字句や文言すら知らない市民が聞いてい

ても分かるような表現が大切です。英語や略語な

どは意味を伝えた上で発言すべきです。 

 大きな声で早口にならず伝える必要もありま

す。まず前置きでなく、結論を言うことも大事な

ことです。そういった所作が整ったうえでさらに

次のことが求められます。 

 

＜対策、改善点＞ 

〇問題意識を伝えきれているか？ 

 

〇論点は絞られているか？論旨を確認する。 

〇優先順位を決めておく 

〇具体的で論拠を持つこと 

〇感覚的な評価を投げつけない 

〇何を問うのか目標を設定する。 

〇これだけは譲れない最低ラインの設定  

 

言うは易く行うは難しで、なかなか思うような

質問はできず、希望する回答を勝ち取ることもま

まなりません。せめて的外れでない質問をしたい

ものです。そのための調査、情報収集は欠かせま

せん。かと言って行政側と綿密な事前打ち合わせ

の結果、質問答弁がかみ合い、次の質問内容まで

答弁してしまうといったことも散見されます。こ

のような出来レースでは緊張感がなくなります。 

＜調査、情報収集＞ 

何より市民からの課題・争点に関する情報収集

を現場で聞くことが大切です。市民の困りごとこ

そ質問の原点です。聞くことでわかることが沢山

あります。調査なくして発言権なしです。 

 市民からの声をお待ちしています。 
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９月決算議会が終了閉会。決算審査には多くの意見が出て活発な協議がなされ、次期予算へ反映

するよう求めました。二期以上の議員はもちろん、新人議員に多くの疑問点や課題を指摘する姿

勢が見られました。一方ほとんど発言もなく行政施策の実態を把握できていない面も浮き彫りに

なりました。監査委員でもやらない限り、詳細は分からないわけですから、なおのこと分からな

い点や疑問点を聞くべきです。議員はいつも批判的検証姿勢が大切です。  

湖東公民館祭り：ドラム缶ピザ窯でピザ

の振る舞いを行います。11／3（日） 
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■ 議会意見交換会 「市議とトーク」 
●１０月２３日（水）午後７時から 

●ゆいわーく 3Ｆ 
住みよい街づくりのために市民の皆さ

んのご意見をお聞きします。 

＜議会の新しい取り組み＞ 

議会運営委員会へ諮問していた議会に求めら

れる事を聞く「市民アンケート」が議会報告

部会で練られることになりました。内容や方

法について年内には結論が出る予定です。 

mailto:akky4241@po30.lcv.ne.jp


〈議員活動、公職、奉仕活動、行事参加、その他の活動） 
                  
 
 
7月１６日 議会運営委員会、臨時議会 
  １７日 全国議長会社会文教委員会東京 
  １８日 蓼科照光寺交通安全祈願祭 
      諏訪広域連合議会 諏訪市役所 
  １９日 諏訪湖浄化対策協議会（欠、代理） 
      後期高齢者医療広域連合議会長野 
  ２０日 諏訪広域防災講演会下諏訪（欠） 
      会社 暑気払い焼肉大会 
  ２１日 区 草刈り出払い 球技大会 
  ２３日 移送サービス学習会 
      公共交通を考える議員連盟 
      広域連合三施設合同納涼祭雨中止 
      環境自治会連合会役員会懇親会 
      消防団県大会出場激励会（欠代理） 
  ２４日 広域連合議会研修勉強会 
  ２５日 ～２６日県市議会議長会飯田 
  ２５日 茅野どんばん合同委員会 欠 
  ２６日 伸和コントロール納涼祭 高遠 
  ２７日 茅野どんばん晴天祈願祭上社欠 
      上川橋開通式 
      区 流しそうめん大会 
  ２８日 県消防操法ラッパ吹奏大会飯田 
      エコタウンサマーフェスタ（欠） 
  ２９日 マレットゴルフ練習原村御山 MG 
      茅野シール総会（副議長代理） 
      美サイクル茅野役員会 欠 
  ３０日 諏訪広域公立大学議会臨時会 
      副市長退任式・見送り 
      湖東福祉行動計画策定委員会欠 
  ３１日 義母野沢夏子葬儀式 

下諏訪お舟祭り宵祭り（代理） 
８月 １日 市表彰式 新副市長挨拶（欠） 
      美サイクル美化推進部会 
   ２日 議員有志財政分析基礎講座講習会 
   ３日 茅野どんばん祭り（欠） 
      信州リレー競技大会開会式（代理） 
   ４日 区 電鉄草刈り作業 
   ５日 議員交流マレットゴルフ大会原村 
   ６日 平和記念式平和の灯（代理） 
      全協前勉強会「学びカフェ」 

リニア期成同盟会監査 
永平寺町議会視察受け入れ 

   ９日 一般質問勉強会 
市側・議会側 全員協議会  
総務環境委員会協議会  

  １０日 美サイクル大型店分別収集応援 
  １２日 東京の実家へ 
  １３日 岡谷太鼓祭り    

１４日 須栗平まつりピザ窯対応 
  １５日 諏訪湖湖上祭り花火観戦 
  １７日 戦没者等合同追悼式 
  １９日 リニア期成同盟会 
      「学びカフェ」財政勉強会 
      報道機関・議員との懇談会  
  ２０日 R152 期成同盟会上田（代理） 
      森林林業活性化議員連盟総会豊科          
  ２１日 歯医者 
８月２２日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 
  ２３日 ㈱野沢 社員旅行 日光 
  ２５日 区 草刈り出払い 

  ２６日 議会運営委員会。副議長打ち合わ  
  ２７日 諏訪広域議会運営委員会 
      諏訪広域連合会計監査 
  ２８日 選挙管理委員選考委員会 
      ９月議会開会 
      伸和コントロールス峠のサミット 
  ２９日 レガッタ朝練習 
      市長部局打合せ  
  ３０日 学びカフェ勉強会（議案全協案件） 
      公共交通議連会議 
  ３１日 ロングモント市交流報告会 
９月 １日 市防災訓練  
      諏訪地方陸上競技選手権大会 
   ２日 議会事務局職員辞令交付 
   ３日 コミュニティーセンター局長会議 
      環境自治会連合会役員会 
   4 日 レガッタ早朝練習 
      議会運営委員会・議案質疑 
      広報公聴委員会      
   ５日 福祉教育委員会協議会 
      排水ポンプ車配車式 
      学びカフェ「太陽光条例勉強会」 
   ６日 一般質問①日目 
   ７日 野沢夏子四十九日法事 
      湖東保育園運動会  
   ８日 縄文マラソン開会式 
   ９日 一般質問②日目 
      湖東地区地域福祉行動計画策定会   
  １０日 一般質問③日目・補正予算委員会 
      ３期４期議員懇親会 
  １１日 学びカフェ「決算関係」 
  １２日 予算決算委員会① 
  １３日 予算決算委員会② 
  １４日 ライオンズクラブイワシ配布   

１５日 下諏訪レガッタ大会 
１６日 野沢夏子納骨 
１７日 総務環境委員会 
１８日 美環境づくり諏訪ポスター選考会 
    湖東地区区長会・選管委員依頼 
１９日 公共交通議員連盟 
    農林課打ち合わせ 
    茅野どんばん合同委員会 
２０日 議会運営委員会諮問内容検討 
２１日 湖東小学校運動会 
２３日 ＪＡ農協祭 
２４日 正副議長経験者表彰 
    会派届受理。議会運営委員会 
    ９月定例会閉会 
    定例会懇談会 
２６日 予算・施策要望勉強会 

美サイクル茅野ごみ減量部会 
    第三回地域ケア会議 
    新井区議会 
２７日 北部中学校やつがね祭 
    「一九会」議員懇談会 富士見大奥 
２８日 笹原保育園運動会 
    塩尻市６0 周年記念式典 

１０月１日 六市町村議員ゴルフ大会塩嶺ＣＣ 
   ２日 ～４日総務環境委員会視察研修 
   ３日 北部中学校６０周年記念式 欠 

7 月以降現在まで 


