平成29年度第１回議会報告会（Ｈ29．６．２開催）アンケート調査 集計
項

目

ＡiAiひろば

浦上公民館

住用地区

笠利地区

計

22（7）

28（5）

28（1）

36（5）

114（18）

21（95.5）

25（89.3）

23（82.1）

32（88.9）

101（88.6）

男

13

20

17

23

73

女

5

5

5

15

無回答

3

4

13

参加者数（内女性）
アンケート回収数（率）

性別

6

20代

年代

1

1

30代

2

40代

2

2

1

50代

3

2

6

6

17

60代

8

14

10

16

48

70代

3

5

5

6

19

80代～

2

2

2

6

無回答

1

新聞

4

15

3

8

30

奄美市だより

9

9

6

8

32

4

6

17

11

38

何で知り
ましたか 防災行政無線
（重複回 ホームページ
答あり）
あまみＦＭディ

2

4
5

1

0
1

その他

4

3

分かりやすい

10

13

資料はど 分かりにくい
うでした
どちらともいえない
か

1

3

9

6

無回答

1

3

分かりやすい

9

9

17

6

12

1
7

14

22

62

1

5

5

26

4

8

18

48

2

5

内容はど 分かりにくい
うでした
どちらともいえない
か

10

7

7

8

32

無回答

2

6

4

4

16

参加したい

18

21

16

24

79

1

1

7

21

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
無回答

3

3

4

7

項

目

ＡiAiひろば
・前回開催内容を載せ
るなら，回答で検討す
ると記載されているもの
は，検討内容及び結果
を載せた方が良いので
はないか。経過・結果
が分からない。
・平日以外に開催して
はいかがですか。
・30代～50代世代を政
治に。
・議会だよりは３か月に
１回発行してほしい。現
行の周知だよりも可と
する。
・声掛けが良いようで
す。
・各地区での開催が望
ましい。

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。

・参加者の発言から具
体化できたことがあれ
ば増えるのでは。

浦上公民館
住用地区
笠利地区
・町内会のマイク放送 ・土曜日か日曜日の開 ・もっとわかりやすく説
は行われていたが，広 催を検討してほしい。 明してほしい。
報紙や広報車の活用
が良いのではないか。 ・アイデアではないです ・笠利町が良くならない
が，各議員の方々に一 ので興味がないと思い
・日時の設定を早めに。 言ずつ考えを発言して ます。
ほしかったです。
・告知にもっと力を入れ
・もっと，話し合いのし
る。
・もう少し早い時間が良 やすい対話の場をつく
い。
る。
・各校区ごとに開催した
らよい。
・若者（青年団）に限定 ・議員の方も大変でしょ
して報告会をしてみて うが，高齢者の方にも
・普段からの地域活動 はどうか。
聞かせられる日を作っ
に積極的に出てコミュニ
てはどうですか。
ケーションを取れば良 ・回数を増やしたことは
い。
良いことだ。
・議会報告会という名称
を変えた方が良いと思
・名瀬地区単位での開 ・若者の参加を検討し う。中身は一緒でも呼
催等，地区ごとの意見 なければいけないと思 び名を変えると増える
が出てより議会が身近 う。
のでは。
に感じられると思いま
す。
・防災無線放送。
・議会質問事項と同様
に質問事項を事前に通
・校区，集落等の単位
知するようにしたら参加
で開催したら良いと思
者が増えるのではない
う。
でしょうか。

・日曜日の日中に，時
・パブコメ等市民中心の 間をかけて。
意見交換会。
・町内のマイクで放送し
・難しいかと思います
ても聞こえないので，自
が，時間帯と場所を変 動車にて順次放送して
える。車座で意見集
いただければ参加者も
約，最関心事をコンパ 増えると思う。
クトに。
・自治会等に限らず，老
人クラブやその他の団
体に周知してはどうか。

・「報告会」ではなく，
「意見交換会」に名称を
変更した方が良い。
・議員による当日の街
頭演説。
・毎回出席されている方
は決まった人が出席さ
れている。欠席者の中
から掘り起こしに力を入
れること。
・議会をより身近なもの
に感じていただく努力が
必要。
・議会開会中の情景を
市民が家庭で見れる方
法。

項

目

ＡiAiひろば
・公務員と庶民の格差
を縮めること。
・現在，奄美市が発注し
ている公共事業工事の
進行状況を知りたい。
おがみ山トンネル工事
はどうなっているのか。
・市役所の中身を知り
たいです。
・各議員の議会での質
問回数。
・説明会の議事録。
・市民と議員と距離感を
縮めて生活水準の安定
とお金。
・今後の年金制度がど
のように変わっていくの
か。

②議会報
告会でど
のような
情報が知
りたいです
か。

浦上公民館

住用地区

笠利地区

・奄美市の将来の施策 ・今後住用の活性化策 ・奄美市の人材育成に
方向性を具体的に知り
ついて，もっと充実した
たい。
・所管事務調査につい 報告を。
て，もう少し詳しく知りた
・細かい活動報告。
かった。
・所管事務調査を踏ま
えて，奄美力に結び付
・奄美テレビなどをよく ・住用町に対しての情 けるようなものについて
見てほしい。議会活動， 報がほしい。
は，積極的に取り組む
主張を聞いてもらえるよ
ことが重要なポイントに
うにＰＲを。
・前回の意見報告。
なる。
・今，市で進めている事
業，方向性，何を目指し
ているのか。
・生活に密着した情報を
具体的に教えてほし
い。
・各地域の問題点，建
設工事の進捗情報等。
・各委員会の活動状
況。
・前回の報告会で質問
された問題についての
回答をいただきたい。
・住民発議の提案事項
がどのように反映され
ているのか。
・笠利地区の賑わい復
活等前向きな情報。
・各種団体長も多く参加
できないか。
・結果の報告だけでな
く，議論の状況も少し入
れてほしい。
・笠利町への財政投資
を増やしてほしい。
・議員各位が市民の公
僕として当局のチェック
機能を果たしているか。

項

目

ＡiAiひろば
・東ケ丘～埼原のバス
路線廃止について：18
ページ12番に住用地区
の意見要望が出ていま
すが，東ケ丘でもバス
路線廃止は死活問題で
す。奄美交通当時，
やっとバス路線が実現
しました。東ケ丘でも高
齢者が多く，病院・買い
物に行くのも大変なこと
です。廃止になった場
合は市当局で善処方お
願い致します。（巡回バ
スまたは100円バス等）

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。

浦上公民館

・地域の要望や課題を
議員の方々に直接問う
機会はとても有意義だ
と思います。しかし，議
員レベルで対応できな
い質問(超ローカルな質
問）もあり，貴重な時間
の使い方に課題を感じ
ました。本日のメイン
は，議会報告会なので
資料Ｐ3・Ｐ4について議
会・議員がどういう仕事
や議論をしたのかを直
接聞きたかったと思い
ました。地域の課題に
対しては，別途「住民と
・もっと市民の声を大切 の意見交換会」的な集
に。人口減少歯止めの まりに特化（分けた方
施策を議論して，将来 が）良いと思いました。
の奄美の姿をにらんで
議論を。
・頑張ってほしい。地籍
事業を早めてほしい。
・議員研修旅行は，
テーマを絞って的確に ・議会報告会を毎年定
確実に結果を出すこと。 期的に開催してほしい。
研修旅行は２年に１回
でよい。議員の厚生年 ・できない施策があると
金は必要ない。国民年 きなどに，なぜできない
金の底上げが重要。
のか，どうしたらできる
のか具体的に分かりや
・健康に留意し，初心を すくご回答いただきた
忘れず地域住民の為精 い。
進してほしい。
・市内国道の両脇に街
・本日は議会報告会で 灯がなく横断歩道があ
あって，個人の質問は る所にだけ水銀灯があ
あくまでも個人の意見 る。世界自然遺産を目
であって，議員への質 指すなら夜間の安心安
問はどうかと思う。自己 全の為にも必要ではな
防衛はすべきであっ
いのか。
て，誰のおかげで平和
な日常生活をしている ・輪内公園河川敷道路
のか自分が思うような に街灯がなく，子供達
世の中ではない。
の通学路の安全上ハブ
の危険がある。設置費
・全員が集う議会報告 用が高く（8～9万円）町
会にして欲しい。なぜ出 内会でも負担が大きく
席者が少ないのか考え 行政の配慮が必要。
ましょう。
・家庭ごみを地下ＢＯＸ
・地区の要望を聞いて で処理して，搬出時に
ほしい。地区の施策を つりさげて持っていくよ
報告してほしい。給食セ うなシステムであればカ
ンター進捗状況はどう ラスや猫の被害がなく
なっているか。校区ごと なるのではないか。
の説明会を開催を行政
に働きかけてほしい。

住用地区

笠利地区

・有意義な報告会で
あった。参加者の意見
を述べる時間を一人あ
たりどれくらいかと制限
し，多くの参加者が意
見を述べられるようにし
てもらいたい。

・市民一人の生活の実
態の在り方についての
考え方。

・名瀬和光町から参加
した住民が「自衛隊誘
致について説明会がな
い」などとの発言があ
り，参加者から「住用町
内での議会報告会でど
うして町外の方が住用
町以外の問題を持ち出
すのか」と不満，発言阻
止の言動があった。今
後このような町外の方
の発言は禁止してもら
いたい。
・住民側からの一方向
だけでなく，逆に議員側
から質問，要望等の経
緯，背景などを聞き取り
内容を掘り下げる事も
必要。

・将来の奄美市のビジョ
ンについての説明。
・奄美市の少子化問題
について。
・色々な研究所の設置
をどのようになっている
のか。
・世界自然遺産につい
ての説明を（取り組み
方について）
・路面電車について（車
両の緩和につながるの
では）
・観光の開発について
説明と一人ひとりの声
を聞く耳をもつことと発
想の転換を図ることが
大事ではないでしょう
か。

・一部発言封じの状況
も感じた。進行をしっか ・市民の意見が多く出
り。
たことは，これが議会報
告会である。議会議員
・地域において現在
の皆様も質問に対し速
困っている事案をランク やか応答されている雰
付けし，全議員総意の 囲気に感謝したい。
のもとで取り組んで頂き
たい。
・今回初めて出会した
のですが，各集落の役
・議会を夜間に開くなど 員の方が多く，一般の
して市民がもっと傍聴し 方々にももう少し呼びか
やすい環境を作って頂 けられるように考えてく
きたい。
ださい。どのような呼び
込みをしたのでしょう
・回数を増やしてはどう か。
でしょう，定例会のあと
毎に開催してみてはど ・提案事項については，
うでしょうか。
出来るだけ取り上げて
対処していただきたい。
・時間が短い。あと30分
延長してほしい。
・市民憲章にある５項目
について具体的な取り
組みについて広報して
いただきたい。

・仕事が忙しくて参加し ・今日はありがとうござ ・司会者から「発言者の ・議会との懇話会があ
たことがなかった。初め いました。いろいろある 意見をさえぎることがな ればさらに地域の問題

項

・地区の要望を聞いて
ほしい。地区の施策を
報告してほしい。給食セ
ンター進捗状況はどう
目 なっているか。校区ごと
ＡiAiひろば
の説明会を開催を行政
に働きかけてほしい。
・仕事が忙しくて参加し
たことがなかった。初め
ての参加です。議員の
皆様の活動内容が少し
垣間見えてよかったで
す。自衛隊配備計画に
関する説明会の開催は
ぜひ行ってほしいと思
います。
・アカウンタビリティー
（説明責任）物言わぬ
市民がほとんどです。
・色々な意見が出て有
意義でした。

・頻繁な意見交換会。
自衛隊については，①
攻撃の対象となること
に不安②森林破壊，騒
音による気象生物の絶
滅が心配③自然遺産と
相反するのではないか
④最も影響が大きいの
③皆様が は大熊なのか。狙われ
議会に対 るのは中心部です。
して望むこ
とについ ・奄美ＴＶや新聞等で一
て，ご意見 般質問を見てる方もあ
をお聞か りますが，定期的に発
せくださ 行される議会だよりだ
けではなくＳＮＳを活用
い。
した議会としていただき
たい。（ＳＮＳは，特に若
い人が関心を持ちやす
いので）
・市民が多く参加できる
休日議会を開いてほし
いです。（定例の３月，
６月，９月，12月議会の
それぞれ一般質問の傍
聴）
・人口が減少している中
で，定数の見直しが
あってもよいのではな
いでしょうか。
・行政とは是々非々の
立場でしっかり頑張って
いる姿を示してほしい。
市民のリーダーとして，
市のあらゆる活動に参
加してリーダーシップを
発揮して下さい。
・議会報告会資料の改

・家庭ごみを地下ＢＯＸ ・時間が短い。あと30分
で処理して，搬出時に 延長してほしい。
・市民憲章にある５項目
つりさげて持っていくよ
について具体的な取り
うなシステムであればカ
組みについて広報して
ラスや猫の被害がなく
いただきたい。
なるのではないか。
浦上公民館
住用地区
笠利地区

・今日はありがとうござ
いました。いろいろある
と思いますが，こんな大
きな地区なのに健康検
診が他の地区であるの
が毎年不思議です。ど
うか地区内でやってほ
しくお願いいたします。
（70歳代，80歳代の婦
人より。）

・司会者から「発言者の
意見をさえぎることがな
いように」事前に伝えて
いただきたい。民主社
会の議会説明会の意
義を益々発展させてく
ださい。

・議会との懇話会があ
ればさらに地域の問題
点，課題等が掌握でき
るものと考えておりま
す。
・毎回同じような人の質
問なので年１回でいい
と思う。

・若者に目を向けた意
見をもっと挙げていただ
き，議会の活性化にも ・若い人の観光税の話
・六次産業の調査に行 なると思いました。
などは前向きでよかっ
き，規模が大きすぎて
た。
参考にならないとの議 ・要望したことは議会に
員から発言がありまし 諮って実現してほしい。 ・報告事項の説明が早
た。何のために行った
くてよかった。
のかと疑問に感じまし ・地元以外の人に質問
た。有意義な調査に
させないこと。
・ほぼ，定刻に終わって
行っていただきたいと思
よかった。
います。
・議会報告会を継続し
てください。
・前回出た意見要望に
・議会報告会の回数を
ついて列記したことは
増やしてほしい。議会 ・議会報告会もよいが， 良い。
の現状が理解できまし 町内の視察を嘱託員と
た。
行って，現場を見て集 ・時間が足りない。
落ごとに話し合ってくだ
・世界自然遺産を目指 さい。二・三人のグルー ・報告内容が議会でど
すなら，①自衛隊ミサイ プでも良いと思う。
のように原案をかえて
ル部隊②辺野古への
きたのか具体的な資料
岩ずり③産業廃棄物の
が欲しい。
島外からの受け入れを
止めてほしい。
・今回予算（一般会計）
と当局の原案との相違
・本日は有意義な会で
点はどこですか。
した。
・議会の定例会を開催
・厳しい財政状況にもか
中に１～２日でいいから
かわらず，期末手当，
土・日にも開いてほしい
夏期手当が一般の企
です。平日は仕事で行
業等と比較して高額だ
けないので，土・日なら
と思う。
行ける人も多いと思い
ます。

いでしょうか。

項

・行政とは是々非々の
立場でしっかり頑張って
いる姿を示してほしい。
目 市民のリーダーとして，
ＡiAiひろば
市のあらゆる活動に参
加してリーダーシップを
発揮して下さい。
・議会報告会資料の改
善をお願いします。Ｐ16
～22の記入方法を質
疑・意見→当局回答→
Ｈ2810/20以降の取組
という記載をしていただ
けると，報告会後議会
の取組の様子がわかる
と思います。
・議会報告会に初めて
参加しました。６名の議
員が参加されましたの
で，全議員の思いや発
言を聞きたいと思いな
がら聞いていました。後
半にかけて聞けて良
かったです。

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。

・人口流出は避けられ
ない喫緊の課題である
のは間違いないのです
が，具体的な施策はあ
りますか。国立公園指
定，世界自然遺産登録
へ向けて解消できる具
体的施策はあります
か。
・議員定数の問題を取
り上げてもらいたい。
（人口に対して多いと
思っている。）
・合併後10年が過ぎた
が，各地域間の料金を
平等（同じ）にするよう
にしてもらいたい。

浦上公民館

住用地区

笠利地区

次回も参加したいですか
参加したい
79
参加しない
1
どちらともいえない
21
無回答
0

（次回も参加したいですか）

参加しな
い 1%

どちらと
もいえな
い 21%
参加した
い 78%

