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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

11月24日（火） Ａ　班
木原町コミュニティホーム
（第一中学校区） 20 16 80.0

11月24日（火） Ｂ　班
芸術文化ｾﾝﾀｰ　ポポロ
（宮浦中学校区） 13 11 84.6

11月25日（水） Ｄ　班
中央公民館

（第三中学校区） 17 13 76.5

11月25日（水） Ｅ　班
大和文化センター
（大和中学校区） 30 27 90.0

11月26日（木） Ｂ　班
ゆめきゃりあセンター
（第二中学校区） 12 8 66.7

11月26日（木） Ｃ　班
本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ
（本郷中学校区） 22 18 81.8

11月28日（土） Ｄ　班
くい文化センター
（久井中学校区） 18 14 77.8

11月29日（日） Ｃ　班
鷺浦コミュニティセンター
（第二中学校区） 35 29 82.9

11月30日（月） Ｅ　班
須波ハイツ集会所
（第四・幸崎中学校区） 25 21 84.0

11月30日（月） Ａ　班
人権文化センター
（第五中学校区） 14 13 92.9

206 170 82.5

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
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班長 中　村　芳　雄 班長 七　川　義　明

伊　藤　勝　也 　 安　藤　志　保

　 亀　山　弘　道 　 児　玉　敬　三

小　西　眞　人 新　元　　　昭

寺　田　元　子 松　浦　良　一

　 力　田　忠　七

木原町ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾑ
人権文化センター

芸術文化ｾﾝﾀｰポポロ
ゆめきゃりあｾﾝﾀｰ

班長 政　平　智　春 班長 谷　杉　義　隆

岡　　　富　雄 　 平　本　英　司

　 高　木　武　子 萩　　　由美子

　 中　重　伸　夫 加　村　博　志

仁ノ岡　範　之 岡　本　純　祥

本郷生涯学習ｾﾝﾀｰ
鷺浦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

中央公民館
くい文化センター

班長 陶　　　範　昭

正　田　洋　一

　 德　重　政　時

　 荒　井　静　彦

分　野　達　見

大和文化ｾﾝﾀｰ
須波ハイツ集会所

※　議長を除く２６名で，班編成

Ｅ班

担当会場：

担当会場：

担当会場：

班別議員名簿

担当会場：

Ａ班
Ｂ班

Ｃ班

担当会場：

Ｄ班
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男性 85%

女性 15%
未回答 0%
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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：：：：１１１１１１１１月下旬月下旬月下旬月下旬））））

・１２月定例会のあと

・６月から８月での開催

・９月から１０月での開催

・春

・寒くない時期

・農閑期

・予算編成より前

・議会終了後毎に開催

※　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
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議会報告会を何で知りましたか（複数回答）

良い 63%悪い 11%

どちらとも言えない
21%

無回答 5%

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時からからからから午後8時30分午後8時30分午後8時30分午後8時30分））））

・昼間の時間

・土曜日，日曜日にしてはどうか

・１３時～，１４時～，１８時３０分～，１９時００分～

・高齢者が多く，昼間が良いのでは

・２時間程度

・自宅から２キロ以内で

・須波・須波西町の方からは少し遠い

・サギ・セミナー・センター

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））））

・町内２ヶ所くらい

・第五中学校区は，沼田川で分割して開催すべき

良い 82%

悪い 5%

どちらとも言えない
11%

無回答 2%

開催時間について

良い 89%

悪い 2%

どちらとも言えない 8% 無回答 1%

開催場所について
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・原稿を読む一方的な説明で効果があるのか

・パワーポイントが見えにくかった

・議会での質疑の抜粋を例に，報告してはどうか

・地元の改善点や要望について，もっと時間がほしい

・生の言葉が必要ではないか

・明確な情報がほしい

・説明が長い

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

・説明時間と質問時間の割合を検討されてはどうか

・議会の仕組みなどがよくわかった

・事例をあげるなど，分かりやすい報告にしてほしい

・もう少し時間を長くしてほしい

・見てわかるような配布資料がほしい

分かりやすかった
65%

分かりにくかった
7%

どちらとも言えない
13%

無回答 15%

報告会の内容について
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・少子化

・交通について

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
・身近なテーマで地域に合った内容にしてほしい

・新庁舎について

・市民が最も関心の高い内容が１項目でもあれば，参加者も増加するのでは

・このような報告会ならば出たくない。話し方をもっと良くしてもらいたい

・議員のあり方

・４５０年祭について

・子育て世代へ向けたテーマ（保育所問題・児童クラブ問題・定住促進対策など）

 ・農業問題・過疎化問題

・行財政改革

・先進地事例の紹介

・空き家バンク，デマンド交通，未利用公共施設など

・スクリーン表示の説明部分は，資料の配布を希望する

・具体的な人口減少対策，人口増加

・市の今後の状況分析

・交通安全

・市民に身近な内容

・市民の抱えている問題をテーマに

・観光について

・公共施設の統廃合，跡地の利活用

・島の荒廃農地の活用について　

・駅前再利用計画について

・子育て・教育

・市の活性化策

・報告は必要ない。地域の要望を聞く時間を多くとってほしい

・町おこし

・下水道工事関係

・今後の福祉行政について

・各地域と関連のある市の事業について報告すれば，市民の理解が深まるのでは

・三原市の未来計画

・市町のこれからの展望について
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・地元の改善点や改良点などの要望について，もっと時間がほしい

・回答の準備不足では

・参加者の私語が，発言者の発言の途中にうるさかった

・参加者が多ければ，もう少し多くの意見が出たのでは。回答は深かった

意見交換意見交換意見交換意見交換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

・１枚程度の資料は必要ではないか

・具体的な答弁をしてほしい

・意見を述べる人の時間を制限してほしい

・回答は，議員それぞれの気持ち，考えを聞きたい

・市民の発言が長く，他の人が発言できない

・市民側からの質問に始終し，意見交換が十分できていないように思う

・全体説明後に分かれて意見交換会をすれば，多くの意見が出されるのでは

・ワークショップ的なものを考えてはどうか

・テーマについて，冒頭に議会から話があったのは良かった

・時間を十分に取ってほしい

・意見交換をするには，時間が短いと感じた

・報告会の参加者が少なく，意見も少ない

・議会の説明は不要。意見収集の時間を増やしては

・時間が少なく，中途半端なやり取りになるのでは

・議員が市民の声を聞く気になっていない。話し方をもっと良くしてほしい

良かった 52%

よくなかった
7%

どちらとも言えない
20%

無回答 21%

意見交換会の内容について
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・市の文化振興

・高齢者の交通手段について

・生活環境問題

次回次回次回次回のののの意見交換意見交換意見交換意見交換にににに希望希望希望希望されるテーマはされるテーマはされるテーマはされるテーマは
・過疎化について

・道路整備関係，バイパス関係

・島の活性化について

　で期限切れにならない様に

・町おこし

・離島振興法と市の関わり方がどうなっているのか知りたい

・市民の生の声を議会に反映できるもの。賞味期限を考慮し，大プロジェクト等

・子育て世代へ向けたテーマ（保育所問題・児童クラブ問題・定住促進対策など）

・限界集落について。集落の維持・管理にどう取り組むか

・三原市と地域の活性化

・人口減少，人口問題

・観光について（観光資源のＰＲ，観光開発，観光促進など）

・地域に沿ったテーマ

・高齢化社会の防災対策

・環境整備等のテーマ

・農業問題

・農林業振興策の具体的推進について

・次回の市議会選挙の定数の増減があるのか

・ごみ問題

・三原市が地方自治体として，生き残るために何をするのかを知りたい

・時間を守ることが最も大切なのか，時間を延長しても意見を聞くことが大切なのか

・産業誘致

・防災の強化について（津波・地震）

・老々介護，福祉の問題

・三原市に今，若者は何を求めているか。若者の考える三原市の未来

・本日のテーマはよいテーマであったと思う
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・資料を読む報告会ではなく，生の言葉で話し合う会にしてほしい

・対象地区範囲を小さくし，より地域に密着した意見交換を望む

  では

・議員の対応が良いと思った
・議会の現状，議員の考え方が分かって良かった
・地域と顔の見える関係を多少なりつくれたと思う

「「「「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

・議会が少しでも身近に感じられた
・意見交換でも具体的な内容を述べられていた

・市議会の傍聴には行けない人も，近くの会場で議会報告が聞けるのでよい

・この様に詳しく説明してもらい，大変有意義な議会報告会であった

・市政報告会との違いがわかりにくい

・報告会が開かれることは評価する

・意見・要望等は先ず聞いて，後日検討し回答することもあっても良いの

・市議会の活動内容が分かり，良かった

・回答の仕方が不十分である

・余り関心が無かったが，市議の言葉で報告が聞けて良かった

・若い世代の参加が少ない

・質疑応答があることで，市民の声を少し議会へ届けることができたのでは

・議会の報告は，市民にとって必要である

・「議会の仕組みについて」は必要ない
・不愉快な思いをしただけである

・今後も続けてほしい

・参加者が少ない。広報の見直しが必要では

・地域の問題・要望に多くの時間を取ってほしい
・時間が短い。資料が少ない

評価する 35%

まあまあ評価 37%

あまり評価しない
10%

評価しない 2%

無回答 16%

報告会を評価しますか
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・「編集委員のつぶやき」を毎回楽しみにしている。希望される議員は
　人数制限せず掲載されてはどうか

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
・議会活動の内容が良く分かる
・大変良い。回数をもう少し増やしてほしい
・市議会の方針，市政への対応は不十分である

・質問が同じものが多い時がある。分かりやすくしてほしい
・賛否で，否の人の理由がほしい

・議員の活動内容が良くわかる
・文字が多い印象を受ける
・各議員が何を考えているかが良く分かる
・他の町内会の学校統合等の情報がわかる
・議会内容がわかりやすく記述してあると思う
・庁舎や道路のことについて説明されているので良い

・個々の議員の取り組み案件が明確になっていて参考になる
・内容は良い
・文章が長い
・大変分かりやすい
・裏表紙の小学生の文章に感銘を受けることがある
・理解しにくい

・もう少し要約して，大きい字で読みやすくしてほしい
・ホームページで翌日には見えるようにしてほしい
・どの様な議論がなされるかが分かり，有益である
・三原市民として，もっと市政に関心を持たないとと思った

毎回読んでいる
55%

時々読んでいる
34%

読んでいない
5%

無回答 6%

議会だよりを読まれますか
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・よく分かってよい

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

・分かりやすいホームページを期待する

・内容がおもしろくない

・もう少し詳しくしてほしい

よく見ている
11%

たまに見ている
20%

あまり見ていない
21%

見ていない
39%

無回答 9%

市議会のホームページを見られますか
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・三原テレビで議会放送のテレビを観ているが，メリハリが見られない

・駅前広場で集客率の高いイベントを開催すれば，商店街も活気がでる
　のでは

・報告会で出た問題についての回答は，早めにしてほしい

・報告会のメンバーの中に，地元議員も入るべきだ

・出席者は少数であるが，報告会の回数を増やしてはどうか

・市民の声を聞くことは大変難しいと感じるが，必要なことである

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

・市議会，委員会の傍聴者への「おもてなしの心」として，何か検討さ
  れてはどうか

・以前，議会・行政・市民の三者懇談を副市長に提言したが，実現でき
　ていない

・途中，退席はいかがなものか

・防災について，三中ブロック内に住む人以外にも，仕事場がある人も
　いる。そのような通勤者，通学者への周知をしてほしい

・旧庁舎に仕事を分散して出来ることもある。各町の旧庁舎活用に力を
　入れてはどうか。６６億も使わなくても

・来年度は，新庁舎について更に詳しい説明をしてほしい

・苦情処理について，市議会議員も関心を持ってほしい

・三原駅前広場の活用提案を強く望む。
　常設の小売市場，屋台，商店会，農協等と連携して人が集まる工夫を

・市民の声が届きやすいしくみを整備してほしい

・組長になってはじめて議会のこと，町のことを考えるようになった

・185号が冠水した場合に陸の孤島となるので，特に道路のことを真剣に
　検討してほしい

・質問に対して丁寧に回答していただき感謝する。次回も参加する

・道の拡張工事を進めてもらいたい

・次は出席しない

・良い意見は聞いてくれないと感じた

・はじめての参加だったが，議会の仕組みが理解できた

・駅前を活性化してほしい

・人口増に向け，行政，議会共頑張ってほしい

・議員に各地域を知ってもらう意味で，今後も継続を要望する

・地域の人と関わりや意見交換をもっと持ってほしい

・議会と交流を持つ事で，若年層も議会や行政に対して関心を持つのでは

・民間の意見を少しでも取り入れてほしい

・住民のための議員であってほしい

・昨年の報告会のまとめが悪い部分があった。市民の質問をよく理解し
　ていないと思われる

・市議が市政のチェックをしっかり行ってほしい

・「報告会並びに意見交換会」という表題にすると，多くの市民が参加
　するのでは
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・アンケートの項目が，内容に比べ多すぎる

・環境カレンダーにそってゴミを出しているが，収集の度に持って帰っ
　てくれないゴミに困ってる。何のための環境カレンダーなのか

・佐木島の活性化に支援をお願いする

・本郷橋を早く作ってほしい

・久井上水道早期にお願いする。農業関係，ハウス園芸等立地に必要

・新庁舎も尾道より早く完成してほしい

・机が無いのでメモを取れない。せっかくの機会にメモがとれないのは
　残念である

・庁舎問題があるなら，消費税率を値上げしないでほしい

・ホームページで市民の声の過去分が見ることができない。参考に見れ
　るようにしてほしい

・市職員の市民への対応について意見があったが，私も同様に職員の態
　度が悪いので，三原の将来に苦慮する

・新規の放送設備　全島民にお知らせ出来ない　

・他の市は映画ロケがあり有名になっているが，三原は何故ないのか

・三原駅前広場の活用提案を強くのぞむ

・災害時の避難所に備蓄が無いのはどういう訳かがわかりにくかった

・本日の質問・回答はホームページや広報で公開されるのか

・口の立つ人がしゃべるだけ。一般的な意見が出ないのはどうしてか
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