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開催日 担当班 開催会場（対象学区） 参加者数 アンケート回収数 回収率

７月２８日（月） Ａ　班
第一中学校

（第一中学校区） 28 23 82.1

７月２８日（月） Ｂ　班
ゆめきゃりあセンター
（第二中学校区） 15 7 46.7

７月３１日（木） Ｃ　班
芸術文化ｾﾝﾀｰ　ポポロ
（宮浦中学校区） 22 15 68.2

７月３１日（木） Ｄ　班
本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ
（本郷中学校区） 47 33 70.2

８月　１日（金） Ａ　班
くい文化センター
（久井中学校区） 72 55 76.4

８月２６日（火） Ｂ　班
中央公民館

（第三中学校区） 20 12 60.0

８月２６日（火） Ｃ　班
須波小学校

（第四中学校区） 13 6 46.2

８月２７日（水） Ｄ　班
第五中学校

（第五中学校区） 16 10 62.5

８月２７日（水） Ａ　班
幸崎ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
（幸崎中学校区） 18 12 66.7

８月２９日（金） Ｂ　班
大和勤労福祉ｾﾝﾀｰ
（大和中学校区） 97 77 79.4

－ 2 －

348 252 72.4

議会報告会の開催状況とアンケート調査結果

開催日別アンケート回収率

合　　　　計

後日回答
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班長 松　浦　良　一 班長 高　木　武　子

伊　藤　勝　也 　 德　重　政　時

　 平　本　英　司 　 安　藤　志　保

岡　　　富　雄 政　平　智　春

谷　杉　義　隆 新　元　　　昭

小　西　眞　人 　 梅　本　秀　明

　 七　川　義　明 寺　田　元　子

第一中学校
くい文化センター
幸崎ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ
中央公民館
大和勤労福祉ｾﾝﾀｰ

班長 陶　　　範　昭 班長 中　重　伸　夫

児　玉　敬　三 　 正　田　洋　一

　 萩　　　由美子 住　田　　　誠

　 亀　山　弘　道 加　村　博　志

中　村　芳　雄 岡　本　純　祥

　 荒　井　静　彦 力　田　忠　七

　 仁ノ岡　範　之

芸術文化ｾﾝﾀｰ ポポロ
須波小学校

本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ
第五中学校

※　議長を除く２７名で，班編成

担当会場：

担当会場： 担当会場：

班別議員名簿

Ａ班 Ｂ班

Ｃ班 Ｄ班

担当会場：
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年代別参加者数年代別参加者数年代別参加者数年代別参加者数

男性 85%

女性 14%

未回答 1%

男女別参加者数
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地元学区 学区外市内 市外 未回答

どちらの地区から参加されましたか
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開催時期開催時期開催時期開催時期についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見（（（（開催時期開催時期開催時期開催時期：：：：７７７７月下旬月下旬月下旬月下旬，，，，８８８８月下旬月下旬月下旬月下旬））））

・決算時

・おおむねよい

※　多くのご意見をいただきましたので，同主旨のご意見は集約しています

・１月から４月での開催

・７月から８月での開催

・秋ごろ

・次年度予算が出る前

・いつでもよい

・予算編成時期
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議会報告会を何で知りましたか（複数回答）

良い 69%

悪い 2%

どちらとも言えない
17%

無回答 12%

開催時期について
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開催時間開催時間開催時間開催時間についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見（（（（開催時間開催時間開催時間開催時間：：：：午後7時午後7時午後7時午後7時から8から8から8から8時30分時30分時30分時30分））））

・女性にとっては出にくい時間

・土曜日，日曜日にしてはどうか

・１３時３０分～，１５時～，１９時３０分～，２０時から

・長くしてもらいたい

・１時間程度

・各支所

・町内を回す

開催場所開催場所開催場所開催場所についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見（（（（中学校区単位中学校区単位中学校区単位中学校区単位でででで開催開催開催開催））））

・糸崎であればコミュニティホーム(駐車場は第一中学校へ)

・クレオホール（大和地域）

良い 83%

悪い 4%

どちらとも言えな…
無回答 6%

開催時間について

良い 87%

悪い 4%

どちらとも言えない 7% 無回答 2%

開催場所について
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・建前論で進めようとされていた

・パワーポイントが見えにくかった

・資料などの文字が小さすぎて見えなかった

・専門用語が多いように感じた

・時間が少なく詳しい内容説明がされなかった

・内容をもう少し濃くしてもらいたい

・基本的説明は簡潔にして

・地元の問題が少なかった

・初心者には詳しすぎてわからなかった

・わかりやすかったが，すでに知っている知識であった

・予算について説明をされたが，特別会計についても説明も

・地域にあったものをもっと詳しくしてもらいたい

・質問に対して，具体的な回答が得れない

・責任ある答弁を

・初めての取り組みでよかったと思う

・議会の仕組みなどよくわかった

報告会報告会報告会報告会のののの内容内容内容内容についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見

・議員と自由な意見交換を行いたい

・初めてであり，これでいいのでは

・全体の説明は上手に話されていた

分かりやすかった
52%

分かりにくかった
8%

どちらとも言えない
21%

無回答 19%

報告会の内容について
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・議会の活動について具体例で報告をされては

・地元の要望・希望等について，意見を述べる時間があったらいい

・質疑，意見交換が中心のほうがいい

・もう少し身近なところで行ってほしいい

・質問時間を多くしてもらいたい

・報告会の性格を明確に

・議員個人の意見を聞く会にしてはいけない

・質疑時間を多く設定されては

次回次回次回次回のののの報告会報告会報告会報告会にににに希望希望希望希望されるされるされるされる内容内容内容内容はははは
・税収入は減，支出は増となっている　職員・議員はどのように努力しているのか

・意見交換会は良かったと思います

・議会だよりでも報告されているのではないか

・報告時間をもっと多くとってもらいたい

・地元議員との交換会を望む

・話し合うという形がとれるといい

・座談会等の形式が，気安く意見交換ができるのでは

・現在のやり方でいいのではないか

・要望を聞く会にしては

・これからも報告会を続けてください

・議員個人の自由な所感を述べてほしい

・議員個人の意見を言ってほしい

・テーマを決めて，各々の立場での意見交換会

・タイムリーなテーマでの報告会

・地域に関することを重点的に

・予算を基本としてた具体的な説明と将来展望

・テーマを決定して，討論を行う形式がよい

・テーマを何点かに絞っておくのもよいのでは

・市役所,議会内で行っている状況

・テーマ毎に会場を変えることも一つの案では

・具体性のある回答

・議員相互の議論の状況の公開

・予算ベースで他市との比較ができる資料

・詳しい資料の添付

・テーマとして記載があったもの

　福祉･少子高齢化･子育て支援･定例会の決定事項･地域毎のテーマ･庁舎問題

　主要施策･議員定数･長期総合計画･新市建設計画
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「「「「評価評価評価評価しないしないしないしない」「」「」「」「あまりあまりあまりあまり評価評価評価評価しないしないしないしない」」」」等等等等のののの理由理由理由理由はははは

「「「「評価評価評価評価するするするする」「」「」「」「まあまあまあまあまあまあまあまあ評価評価評価評価」」」」のののの理由理由理由理由はははは
・意見交換会など評価ができる

・対面式では市民からの意見が出にくいのではないか

・直接市民から意見を聞くという姿勢

・何をしようとしているのかが，はっきりしなかった

・説明責任を果たすという意味においては評価をしたい

・中身を充実させてもらいたい

・報告会を積み重ねていき，三原市がよりよい方向へ行くようにと思う
・市民に歩み寄っているように思えた
・民意を直接伝えられた
・市民からの意見を今後へ活かしてほしい
・未回答部分をどういうかたちでもいいので，知らせてもらいたい
・多くの意見がでてよかった
・市民と議員の話し合いができる
・議会としての観点からの意見も必要ではないか

・「議会の仕組みについて」は必要がない
・参加者は行政に関心があるものばかりである

・毎年実施してほしい

・参加者が少ない

・議会報告会の受け止めが違うためか，討論がかみ合わない
・年２回の実施を
・開催地区を増やして，地元の意見を聞く

・一緒に良いものにしていきたい　今後に期待します
・生の声を聞かれてよかった

・議会･議員の皆さんを身近に感じられた
・説明がわかりやすく，出席したかいがありました

・広報誌の重複で，新しいものが無い
・地元への取り組みが余り聞けなかった
・内容が乏しい

・次回からの内容の深化が期待される
・質問の意味を充分に感知して，的確に答えてほしい
・今後に期待する
・意見交換の場がもたれたことはとても良いと思う

評価する 33%

まあまあ評価 37%

あまり評価しない
8%

評価しない 1%

無回答 21%

報告会を評価しますか
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議会議会議会議会だよりをだよりをだよりをだよりを読読読読まれたまれたまれたまれた感想感想感想感想
・議員の質問に，行政がどのように答弁をしたかがわかって良い
・全市域の様子を汲み取ることができるメリットがある
・自分にあまり関係の無いものは読まない
・行政に対して，もう少し厳しい対応が必要でないか
・議会として何を行おうとしているかが見えてこない

・議員の活動内容が良くわかる
・質問内容がいつも同じように見える
・市民の代表として，どのような意見を言われてるかを見るため
・終わりのページが楽しみ
・議員の活動がわかり，興味ある議論には目をとおしている
・表紙の滝の取り組みがいい

・熱心に読んでいます
・内容は良い
・文章が長い
・専門用語の解説をつけてもらいたい
・もう少し簡潔に
・詳細な議論を公開してください

・２ヶ月に１回の発行でもよいのでは
・議論の中身を教えてもらいたい
・Q＆Aは，わかりやすい
・多くの議員の意見（問題点）が知ることができる
・内容がわかりにくい

・編集後記の「つぶやき」をよくチェックしてもらいたい
・審査事項について，スピード感をもって対処してもらいたい
・議員の思いを客観的に良く書いてある
・No３７号からよくなった
・市の回答で「検討する」とされているのは，その後どのようになったのか
・議会が無いときは委員会報告のせて発行をしては

毎回読んでいる
56%

時々読んでいる
30%

読んでいない
3%

無回答 11%

議会だよりを読まれますか
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・選挙で選んだ方々のことに，もう少し関心を持たないといけない

・必要な情報を，必要な時にみれるので，便利である

・少しシンプルすぎる

ホームページをホームページをホームページをホームページを見見見見られたられたられたられた感想感想感想感想

・見たものが迅速に見つけることが出来ないので，わかりにくい

・議会の放送を数回していただければ，市政が良くわかるのでお願い
　したい

・更新をスピーディーに

・市民の代表としてどのような意見を言われているか，見るため

・構成が変わってからみやすくなった

・ホームページは見れない

・もっと三原らしさをアピールしてほしい

・読んでみたいホームページにしてもらいたい

・デザインの変更がされたが機能的でなく，リンクレスも多くある

・三原の情報発信とはなりえていない

・市民の声を聞くスタンスやシステムがもっとほしい

よく見ている
11%

たまに見ている
18%

あまり見ていない
13%

見ていない
41%

無回答 17%

市議会のホームページを見られますか
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・ＰＲをもっとされたほうがいいのでは

・質問された事項をまとめて，市民へ知らせて欲しい

・報告会はよいことなので，続けて欲しい

・参加者が増えるといい

・報告会を年数回実施して欲しい

・議員と直接対話が出来てよい

・質問の内容は前向きの姿勢でありたい

・委員会の会議録を公開してもらいたい

・木原糸崎地区の振興にも力を入れてもらいたい

・報告会の告知がされているのか

・１時間半の報告会には，休憩は必要ない

・議会用語が多くある　一般市民にわかりやすく説明をして欲しい

・意見を出したかったが，時間切れであり残念であった

・会場で意見があるかといわれても言いにくい
　工夫が必要ではないか

・議長あいさつをビデオで省略は市民との一体感にかける

・大勢の意見が言えるように，議員の答弁は最小限に

・議員は専門家ではないので，不正確な答弁になり，誤った認識を
　与える

・会場毎の議員名簿を事前に公表し，会場を選べるようにしては

・意見交換の時間を長くして欲しい

・質問のほうがわかりやすく，回答がわかりにくい

・このような会は，静かに終わっていくか，少数の大きな声の方々の
　独演会　になるかが多いように思う
・実りのある会としていくためにも，検討をしてもらいたい

・議員の出身地を言ってもらいたい

・後半にはよい意見もでだしたが，時間切れ

・市民から出された意見は大変貴重な意見と思う

・市政がよくわかる人の質問・意見とは思えないものがあった

・意見交換会が要望を聞く場となっている

・聞きっぱなしになるのでは

・一般市民の意見・質問の時間を制限してもらいたい

ごごごご意見意見意見意見･ご･ご･ご･ご要望要望要望要望・ご・ご・ご・ご提言提言提言提言などなどなどなど

・再度広域合併が必要ではないのか

・早急に検討するというばかりで，何をしてるかよくわからない

・花火について，実行委員会で行うのではなく，議会が運営しては

・これからも続けてほしい

・始めて議会の内容をきき大変よくわかった

・出席者が少ないのが残念である

・開催時間の検討が必要ではないか

・地元の議員が出席したほうが，地元のことはよくわかるのでは
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・市としての新たな事業や政策について

・市民と一緒になって考える議員となってもらいたい

・子育てに力を入れてもらいたい

・庁舎は本郷のほうが便利ではないか（空港・IC・駅があるので）

・庁舎新築はしないでもらいたい　今後再度の合併も考えられるため

・議員と縁が無い市民の意見をどのように反映していくか

・農業施策について研究をしてもらいたい

・本郷地域の小学校統廃合については再度検討をしてもらいたい

・三原東城線の強化をお願いしたい

・市民の安全，福祉を推進してもらいたい

・本日出た意見について，しっかり対応をしてもらいたい

・地域交通の課題を解決してもらいたい

・要望をしっかりと受け止めて取り組んで欲しい

・議員との意見交換ができないのであれば，開催の必要はないのでは

・資料があまりに小さすぎてわからない

・報告会の取り組みがもっとよくなるように期待する

・陳情の内容が議会，議員へ届いてないのは課題と感じた

・テーマを明確にしないと勝手な意見を言う人が出てくる

・会場毎にテーマを決め，参加する議員名を公表し市民が自由に選んで
　参加できるようにしては

・市民の関心ごとをテーマに
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