平成29年度第２回議会報告会（Ｈ29．11．10開催）アンケート調査 集計
項

目

ＡiAiひろば

小宿地区

住用地区

笠利地区

計

17（6）

14（4）

9（0）

39（4）

79（14）

16（94％）

11（79％）

8（89％）

26（67％）

61（77％）

男

9

6

8

20

43

女

5

2

0

1

8

無回答

2

3

0

5

10

参加者数（内女性）
アンケート回収数（率）

性別

20代
30代

0
5

1

6

40代

1

1

50代

2

1

2

8

13

60代

4

4

2

13

23

70代

3

3

4

3

13

1

1

年代

80代～
無回答

2

2

新聞

8

3

2

11

24

奄美市だより

4

3

1

4

12

2

3

6

12

23

1

1

何で知り 防災行政無線
ましたか
（重複回
答あり） ホームページ

4

あまみＦＭディ

0

その他

3

3

2

1

9

参加したい

16

5

4

20

45

次回も参 参加しない
加したい
ですか どちらともいえない

1

1

3

2

3

8

無回答

3

1

3

7

項

目

ＡiAiひろば
・報告会の１～２ケ月前
に，学校・保育園などに
プリント配布して，意見
があれば書いてもらい
提出してもらうとか。「議
会報告会＆市民意見
会」みたいな名前に変
更する。
・皆さんの思いを市政に
いかす題名もおもしろい
と思います。
・参加者が少ない。市の
マイク等で周知などした
ら良いのではないか。
・自治会等に参加して，
高齢者の話をきくべし。
・議員の方から市民へ
のアピール。日頃の活
動をこと細かく知らせる
こと。

①議会報
告会の参
加者を増
やすに
は，どのよ
うなアイデ
アが考え
られます
か。

・議員の方の声掛けを
よろしく。

小宿地区
住用地区
・もう少し市民の皆様の ・支所の会議室での開
関心がほしい。
催が良いと思います。

笠利地区
・要望書について実現
できるようにしてもらい
たい。

・土・日の開催にしたら ・火～木曜日に行う方
参加者が増えると思い が参加者が増えるので ・議会の取り組み，行政
ます。
は。
のチェック具体的に。
・各集落の代表者であ
る区長が出席していな
い。１２名中４名出席。
月初めの区長会で強く
自覚を促してもらいた
い。防災行政無線で放
送するだけではいけな
い。

・防災行政無線での積
極的な広報をしてくださ
い。
・チラシ配布等
・地元出身議員の広報
を徹底する必要があ
る。
・日曜日の昼からとか
から開催した方が人は
集まるのではないか。
・会場でテーマをあげ
て，どういう意見を交わ
せるか示しておく。

・事前に中心的なテー
マを決めたらどうなの
か。

・議会が市政チェック機
能を発揮し，市政の動
きを身近に感じ取れる
内容にするとよいと思い
ます。奄美だよりのコ
ピーはいりません。

・屋仁川で報告会。県立
図書館でしてもしてほし
い。

・これまでの開催の中で
笠利が常に参加者が多
いのはなぜか。

・ひとりひとりがさそい
合うようにしたらいいの
ではないか。
・今回は，やんご祭り等
行事と重なったため，報
告会の時期を考えた方
がよい。
・議員一人が２０名くら
い連れてくる。
・問題内容の簡潔化
・「言ってもどうせムダ
だ」と思われないような
議会にすること。
・お菓子とかがあったら
子供たちも来やすいと
思います。

項

目

②奄美市
議会で
は，議員
定数（２４
人）につい
て，特別
委員会を
設置して
検討して
おります。
議員定数
について
ご意見を
お聞かせ
ください。

ＡiAiひろば
・普段なにをしているか
不明な議員が多いな
か、減らしてもいいか
な？とは思いましたが、
今日の報告会に来て考
えが変わりました。名
瀬、笠利、住用に住む
市民の声をもっといっぱ
い拾ってほしいです。若
者議員30～50台と先輩
地元議員60代～でバラ
ンスをとればいい
な！！とかんじました。

小宿地区
住用地区
・他市と比較して多いと ・現在の定数でいいの
思う。
ではないか。ただ，笠利
地区と住用地区は何名
・議員が自治会や各種 と決めたほうがいいの
団体等の意見を聞いた ではと思います。
りしてみてはいかがで
しょう。
・県内の他の市町村と
比べると，人口比率か
・24名はとても多いと思 らして奄美市は議員が
います。議会に出席しな 多い。定数を減らして，
くても給与をもらえる議 他の市町村と同じくらい
員なら一割減で十分だ にした方がよいと思う。
と思います。ぜひ定員
数を減らしてください。 ・少なすぎれば民意が
・もっと市民と対話する 税金がもったいないで 反映されにくくならない
なら増やすのも案として す。
かが心配です。
あります。
・費用の面からは削減 ・定数⇒OK
・20人以下の人数で良 が望ましいと思います
い（男性、年代未記
が、業務量などを見極 ・定数は現状の24名で
入）。
めて決定されてはどうで よいのではと思う。
しょうか。
・議員定数は24名で、い
いんじゃないですか。
・定数の事はわかりま
せんが、市民の為に頑
・議員定数は削減して 張ってください。
いただきたい。全国比
較ではなく、奄美市とし ・定数24名の現状維持
て十分な人数、最低限 でもいいと思います。
の人数を検討して欲し
い。
・議員定数は変える必
要はないと思います。議
・財政の厳しい中、それ 員が少なくなる事によっ
なりの成果を出してもら て、色々な意見が出なく
えれば、定数の多少の なり一方的な方向に向
意見・要望は出ないと かうのでは？と思うから
思う。とにもかくにも議 です。
員と市民の距離を近くし
て、風通しの良い運営
を望む。
・定数に関しては現状で
良い。議員一人一人の
明確な考え・行動パター
ンが見えてこない。
・人口の割合からして、
国・県とおなじようにし
た方が良いと思いま
す。
・24名維持で。あらゆる
市民の声をすい上げて
いただきたい。
・議員定数はそのまま
で良い。
・地域代表が少なくなる
と集落の要望が実現し
にくくなる。（旧名瀬市で
はなく、旧笠利町、旧住
用村）
・24人でも良いと思う。
・24人の方々で大変で
しょうが、頑張ってほし
いです。よろしくお願い
します。

笠利地区
・24名から22名にした方
がよい。
・いまどおり。
・人口割で是正してみて
は。（減るのか？）
・議員の定数は，２名減
を望む。併せて，議員の
質を高めてほしい。
・基本的には議員定数
を減らすことには反対で
す。理由：①議員は住
（市）民の公僕として間
接民主主義の担い手で
す。②市政のゆがみや
不足を正す代役では。
③憲法25条の地域版見
張り役です。
・地方の意見が届かなく
なるので現状のまま。
・３委員会を考えると，２
名減の22名が適当だと
考える。
・今の（24人）でいいと
思う。減少すると地域の
声が届かなくなる。
・24定数，良し。
・人口が減っているの
で，２名減希望。
・現状のままでよい。
・議員定数をまだまだ減
らしても良いと思いま
す。
・地区で定数を決める
のがよいと思う。住用○
人，笠利○人，名瀬○
人という定数を決める。
名瀬ありきでは，合併
の意見がない。
・現状維持でお願いしま
す。
・県内の対人口比の議
員数を調査して検討す
べき。

いただきたい。
・議員定数はそのまま
で良い。
項
目
ＡiAiひろば
・地域代表が少なくなる
と集落の要望が実現し
にくくなる。（旧名瀬市で
はなく、旧笠利町、旧住
②奄美市 用村）
議会で
は，議員 ・24人でも良いと思う。
定数（２４
人）につい ・24人の方々で大変で
て，特別 しょうが、頑張ってほし
委員会を いです。よろしくお願い
設置して します。
検討して
おります。 ・議員定数を削減したと
議員定数 きのメリット・デメリットを
について 挙げて、それを一般市
ご意見を 民にわかるように提案
お聞かせ した方がよい。
ください。

③皆様が
議会に対
して望むこ
とについ
て，ご意見
をお聞か
せくださ
い。

小宿地区

住用地区

・SNSの発信を。自分が ・常に議会活動を報告し ・個人に要望してもよい
できないなら，身内や近 たり，日頃の議員活動 か。
くにいる人に手伝っても を発信すべき。
らえばいいと思います。
・執行部に反問権を行
・市や地域活動に対し 使してもらいたい。
・あった出来事を市民に て，積極的に参加すべ
説明してほしい。
き。
・報告会は続けてもらい
たい。
・自分のためではなく， ・私個人的には議員の
市民のためにやってくだ 方というと色々お話しさ
さい。
せていただいて要望な
ども的確に処理してい
・奄美市がもっと魅力あ ただいております。住民
るものにしていけば議 の方が一歩進んでいた
会報告会にも人が集ま だくとよいと思うのです
るでしょうし，地元住民 が，かねて接触のある
がもっと意識を高くして 方がつなぎ役にならな
いかねばならないと思 ければならないのでは
います。市の考えをもっ ないでしょうか。
と住民・市民に説明し，
意見を吸い上げていた ・議会活動お疲れ様で
だきたい。
す。市民の代表として，
市民の皆様方と寄り添
・市民の方を向いて仕 う政治活動を望んでお
事をしてもらいたい。ど ります。各地域や集落
んな小さな意見にも耳 では色んな問題があり
を傾け，連動性のある ますので。身近な問題
言動を望む。
に，少しでも耳を傾けて
いただきたいと思いま
・地方議員の皆様は， す。議員の皆様方の
国政に対してもっと意 益々のご活躍をお祈り
見・要望をしてほしい。 申し上げます，
現安部総理の政策は，
危険極まりない。国債
（国の借金）を一挙に増
やしている。安倍総理
は，人格品格に欠けて
いる。アメリカのトランプ
大統領のご機嫌伺いに
必死である。トランプは
危険である。現に戦闘
機を４機購入する約束
をしている。
・毎回のように要望して
いるはずが，一向に紙
面での回答がありませ

・県内の対人口比の議
員数を調査して検討す
べき。
笠利地区

・一般質問を多くの議会
が行うこと。
・大笠利です。生徒数も
少なくなりつつありま
す。家賃の安い住宅を
たくさん造ってほしいで
す。若い人たちが増え
たら，活気づくと思いま
す。次々取り残され忘
れられるんじゃないかと
心配しています。
・もっと建設的な質問に
してほしい。市運営が名
瀬を中心にして動いて
いるので，笠利，住用地
区の事業をもっと増やし
てほしい。農道の一部
未舗装があるが、何回
支所に言っても取り扱っ
てくれない。（和野の農
道です。信号機から近
い所）
・笠利～赤木名線の現
在の工事だけでなく全
線のの開通を急いで欲
しい。
・今、いろいろな取り組
みをしていると思いま
す。もっと市民の声を聞
く場を設けて欲しい。
・一般質問については、
地域住民の意見を聞い
て質問をしてほしい。
・①行政からの独立②
チェック機能のフル稼働
・議会がある時だけか
つどうしているように見
えます。普段の活動が
よく見えない。

項

必死である。トランプは
危険である。現に戦闘
機を４機購入する約束
をしている。
目
ＡiAiひろば
・毎回のように要望して
いるはずが，一向に紙
面での回答がありませ
ん。

・年に２～３回開催して
ほしい。市民生活に重
要なこと，例えば道路の
決壊など，市民から要
望が上がれば，市役所
のびしょに声掛けして早
く修理してほしい。２０１
７年８月の地元紙の声
の欄に，笠利町大笠利
の道がまだ補修されて
いないとの文章が掲載
されていた。この例は，
集落民と議員のコミュニ
③皆様が
ケーションがなされてい
議会に対
ないことの表れだと思
して望むこ
う。
とについ
て，ご意見
・土・日の昼～夕方に報
をお聞か
告会をしてほしい。（高
せくださ
校生に見せてやりたい）
い。
住用・笠利の市議が名
瀬の会場に参加させて
ほしい。
・違う意見に対し，批判
的態度はやめてほし
い。
・金曜の夜は，用事が
多く集まりにくいと思う。
金曜日の夜はやめた方
が良いです。
・ハーグ陸戦条約につ
いて知らない議員がい
たように思います。ぜひ
勉強してほしいです。

・①行政からの独立②
チェック機能のフル稼働
小宿地区

住用地区

・議会がある時だけか
つどうしているように見
笠利地区
えます。普段の活動が
よく見えない。
・市民の目線で
・農業を大切

