町長と 語り まし ょう「 町長 と語 る会 」実施 要領
(趣旨)
第１条

町 長と 語る会 は、 町民 と町 長と の対話 を通じ 、町 政へ の理解 を深 めて いた だく

ととも に、 町政 に対す る意 見や 提言 を聴く こと により 町民 参加 の協働 によ るま ちづ く
りを推 進す るこ とを目 的に 開催 する ものと す る 。
(開催)
第２条

町 長と 語る会 は、区及 び各 種団体 又は グルー プな どを 単位に 原則 5人以 上で 開催

する。
(参加 者)
第３条

町 長と 語る会 に参 加で きる 人は 、原則 として 町内 在住 者とす る。 ただ し、 当該

団体又 はグ ルー プを対 象に 開催 する 場合に つい ては、 その 会員 に限り 町 外 在住 者も 参
加でき るも のと する。
２

参 加者 は、 次の事 項を 守ら なけ ればな らな い。
(1) 単 なる 要望 や苦情 など の行 政相 談、特 定の 個人又 は団 体の 権利に 関す る事 項な ど、
これからの町全体又は地域のまちづくりの推進に直接関係のない事項はテーマと
して取 り上 げな いこと 。
(2) 放 談等 、騒 ぎたて るこ とを しな いこと 。
(3) 前 2号に 定め るも のの ほか、町長 と語 る会 を妨害 し、又は会 場の 秩序 を乱 すよう な
行為を しな いこ と。
(テー マ)

第４条

町 長と 語る会 のテ ーマ は、 これ からの 町全体 又は 地域 のまち づく りの 推進 に関

するこ とで 、あ らかじ め参 加者 から 通知の あっ た事項 とす る。
(開催 手続)
第５条

町長と語る会を開催しようとするときは、原則として開催しようとする日の1

カ月以 上前 に開 催申込 書 (様式第 1号)によ り、提出し なけ れば な らな い。この 場合に お
いて、 町長 と語 る会で 取り 上げ るテ ーマの 具体 的な内 容は 、申 込み時 に明 ら か にし な
ければ なら ない 。
(会場)
第６条

町 長と 語る会 の会 場は 、公 民館 等の公 共施設 とす る。 ただし 、双 方が 協議 し、

公共施 設以 外の 場所で も開 催す るこ とがで き る 。
２

会 場使 用料 等が必 要な 場合 は、 申込み 者が 負担す るも のと する。

(開催 時間)
第７条 開 催時 間は概 ね2時間以 内と する 。
(出席 者)
第８条

町 長と 語る会 には 、町 長が 出席 するも のと す る。 ただ し、町 長が 特に 必要 と判

断した 場合 、説 明員と して 職員 を出 席させ るこ とがで き る 。
(庶務)
第９条

町 長と 語る会 の庶 務は 、総 務課 が行 う 。テー マに よっ ては業 務を 所掌 する 課等

が会議 に出 席し 、取り まと めを 行 い 、様式 第2号によ り総 務課 へ報告 する 。
(その 他)
第 10 条 そ の他 必要 な事 項は、 別に 定め る。
附 則
この 告示 は、 平成 25 年 4 月 1 日か ら実 施す る。

町長と 語る 会手 続きフ ロー

（町長 と語 る会 要望団 体等 ）
団体等 でテ ーマ 等の話 し合 い
↓
（町長 と語 る会 要望団 体等 ）
総務課 企画 係へ 申込書 の提 出
↓
（総務 課）
開催日 程の 調整 及び決 定
↓
（町長 及び 関係 課）
町長と 語る 会の 開催
↓
（関係 課）
報告書（様 式第 2 号 ）を作 成し 総務 課へ 報告
↓
（総務 課）
町ホー ムペ ージ 等で広 報

注意点
・当日 の進 行は 申込者 側で 担当 して くださ い。
・町長 以外 にテ ーマの 関連 職員 が出 席する 場合 があり ます 。
・当日 交わ され た意見 、要 望等 につ いては 、記 録を行 い、 必要 な事項 につ いて は関 係課
等へ連 絡し 町政 運営の 参考 とさ せて いただ きま す。
・町長 と語 る会 につい ては 、 経 過及 び結果 を西 桂町ホ ーム ペー ジ等で 広報 させ てい ただ
きます 。

